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‶けゅけょぇ 
ゃ くぇてっき けおさせゅっ
]さっょぇ, 16 そっゃさぇかは

¨ぉかぇつくけ, くっぉけかぬてけえ しくっゅ, 
ょくひき -12-14, くけつぬの -20-22

╁っすっさ しっゃっさけ-ゃけしすけつくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 734 きき さす.しす.

』っすゃっさゅ, 17 そっゃさぇかは
¨ぉかぇつくけ, 

ょくひき -19-21, くけつぬの -24-26
╁っすっさ しっゃっさくにえ, 3 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 735 きき さす.しす.
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╇ゃぇく ╋┿╊┿》╄╄╁
《けすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

«╊｠╅′ぅ [¨]]╇╇», –  ぉっししこけさ-
くけ, しぇきけっ きぇししけゃけっ  しこけさすうゃ-

くけっ  しけしすはいぇくうっ いうきに. ╁  しすぇさすぇた こさけ-
てかにた かっす  せつぇしすゃけゃぇかけ ょけ すさひた すにしはつ 
ぉっさっいけゃつぇく.  ′にくつっ  しゃけう おけささっおすうゃに 
ゃ つうしかっくくけしすぬ しすぇさすけゃぇゃてうた  ゃくっし-
かう ねこうょっきうは ゅさうここぇ う けぉなはゃかっくくにえ 
ゃ ておけかぇた おぇさぇくすうく.  ]けさっゃくけゃぇくうは 
こさけてかう ぉっい せつぇしすうは せつっぉくにた おけか-
かっおすうゃけゃ, しけけすゃっすしすゃっくくけ, せきっくぬてう-
かけしぬ う おけかうつっしすゃけ いぇぉっゅけゃ. ′け ゃしひ ねすけ 
くっ きけゅかけ こけゃかうはすぬ くぇ こさうこけょくはすけっ 
こさぇいょくうつくけっ くぇしすさけっくうっ しこけさすしきっくけゃ 
う ぉけかっかぬとうおけゃ, くっ しくういうかけ うた  ぇいぇさすぇ 
う ぉけっゃうすけしすう.

′っきぇかけ たけさけてっきせ くぇしすさけの  しこけしけぉ-
しすゃけゃぇかう   きけさけい う しけかくちっ,  すけさあっしすゃっく-
くにえ こけょなひき そかぇゅぇ しけさっゃくけゃぇくうえ, ぉっし-
こかぇすくにっ   ゅけさはつうえ  つぇえ し おけさあうおぇきう, 
ゅさっつくっゃぇは おぇてぇ し すせてひくおけえ うい こけたけょくけ-
ゅけ しけかょぇすしおけゅけ おけすかぇ,  いぇあうゅぇすっかぬくにっ 
こっしくう  きけかけょにた うしこけかくうすっかっえ, しちっくけえ 
ょかは おけすけさにた こけしかせあうか ぇゃすけきけぉうかぬくにえ 
おせいけゃ. ╇, おけくっつくけ, – しかけゃぇ くぇこせすしすゃうは 
ぉっさひいけゃしおうき しこけさすしきっくぇき う せつぇしすうっ ゃ 
くぇてっき こさぇいょくうおっ ╆ぇしかせあっくくにた きぇしすっさけゃ 
しこけさすぇ ]]][ – くっけょくけおさぇすくけゅけ こけぉっょう-
すっかは う こさういひさぇ ¨かうきこうえしおうた うゅさ う 』っき-
こうけくぇすけゃ きうさぇ こけ ぉうぇすかけくせ う かにあくにき 
ゅけくおぇき  ]っさゅっは 』っこうおけゃぇ う ぉさけくいけゃけゅけ 
こさういひさぇ ¨かうきこうえしおうた うゅさ  ゃ かにあくにた 
ゅけくおぇた ╇ゃぇくぇ ┿かにこけゃぇ.  

╉ ╆ぇしかせあっく-
くにき きぇしすっさぇき  
しこけさすぇ  こさうしけ-
っょうくうかうしぬ  すぇお-
あっ いぇきっしすうすっかぬ 
‶さっょしっょぇすっかは 
こさぇゃうすっかぬしすゃぇ 
]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう  ╁は-
つっしかぇゃ ╀さけいけゃ-
しおうえ,  おけすけさにえ 
う ゃ くけゃけえ ょけかあ-
くけしすう けしすぇ-
ひすしは «くぇてうき 
つっかけゃっおけき» , 
ゃっすっさぇく しこけさ-
すぇ, ‶けつひすくにえ 
ゅさぇあょぇくうく ゅけ-
さけょぇ, ゃ ねすう ょくう 
け すきっつぇのとうえ 
しゃけひ  85-かっすうっ 
╁うおすけさ ╋ぇおしう-
きけゃ.  

]けさっゃくけゃぇ-
くうは けすおさにかうしぬ 
いぇぉっゅけき させ-

おけゃけょうすっかっえ きっしすくにた けさゅぇくけゃ ゃかぇしすう,  ゃ 
おけすけさけき せつぇしすゃけゃぇかう う  ゅけしすう. ╄しすっしすゃっく-
くけ, つすけ ぉっゅ くぇ 2014 きっすさけゃ ゃけいゅかぇゃうかう う  
こっさゃにきう いぇゃっさてうかう  ╆ぇしかせあっくくにっ きぇしすっさぇ  
しこけさすぇ! 

╁ いぇぉっゅっ させおけゃけょうすっかっえ こさっょこさうはすうえ う 
けさゅぇくういぇちうえ こっさゃっくしすゃけゃぇか ′. ╉させゅかけゃ, いぇ 
くうき そうくうてうさけゃぇかう [. ╀ぇいぇゃうっゃ う ╄. ‶けこけゃ. 
]さっょう あっくとうく ゃ ねすけえ おぇすっゅけさうう しこけさすしきっ-
くけゃ こけぉっょうすっかっき しすぇかぇ ╄. ╋けさけいけゃぇ, ゃすけ-
さけっ きっしすけ せ ╇. ╋っょゃっょっゃけえ, すさっすぬっ – せ ╁. 
′ぇつぇさけゃけえ.

]うかぬくっえてうえ いぇぉっゅ くぇ 3 おき ょっゃせてっお 
1993-1994 ゅけょけゃ さけあょっくうは  こさうくひし せしこった 
ぃ. ┿しすぇたけゃけえ, ゃすけさけえ ぉにかぇ ╋. ╂けかけゃおけ, 
すさっすぬっえ – ′. 〈ぇせておぇくけゃぇ. 〉 のくけてっえ ねすけゅけ 
ゃけいさぇしすぇ こけぉっょうすっかっき しすぇか ╁. ╋ぇかのゅうく, しけ-

ゃしっき くっきくけゅけ っきせ せしすせこうか ╉. [っきっいけゃ, すさっ-
すぬっ  きっしすけ せ ]. 〈のしすうくぇ.

]さっょう きせあつうく 1992 ゅけょぇ う しすぇさてっ, ぉっあぇゃ-
てうた ょうしすぇくちうの 5 おき, こけぉっょうか ╃. ╂ぇせおけゃ, ゃすけ-
さにき ぉにか ┿. ぃておけゃ, すさっすぬうき – ┿. ╋せくょはおけゃ. 

╁っすっさぇくに 1950 ゅけょぇ さけあょっくうは う しすぇさてっ 
ぉっあぇかう ょうしすぇくちうの 2014 きっすさけゃ. 〉 きせあつうく 
こさういけゃにっ きっしすぇ  さぇしこさっょっかうかうしぬ, しけけすゃっす-
しすゃっくくけ, すぇお: ╂. ]ぇぉうさけゃ, ]. ╀ぇいうく, ]. ]おさう-
こうく, ぇ せ あっくとうく:  ╂. ╆かにゅけしすっゃぇ, ]. ╀ぇいけゃう-
っゃぇ, ′. ╉けかこぇおけゃぇ. 

]すぇさっえてうきう せつぇしすくうおぇきう しけさっゃくけゃぇ-
くうえ しすぇかう  しっきうょっしはすうすさひたかっすくはは  ]. ╋せ-
たぇきっょいはくけゃぇ  う  ゃけしぬきうょっしはすうこはすうかっすくうえ 
╁. ╋ぇおしうきけゃ, ぇ しぇきにきう のくにきう – すさひたかっす-
くはは ╋. ′けゃうおけゃぇ う つっすにさひたかっすくうえ 
[. ╄さきぇおけゃ.
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こさうくはかう せつぇしすうっ 6278 
つっかけゃっお.
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¨おけくつぇくうっ. 
′ぇつぇかけ くぇ しすさ. 1
╉さけきっ  ゅけさけょしおうた 

しすぇさすけゃ  しけさっゃくけゃぇくうは ゃ 
さぇきおぇた «╊にあくう [けししうう» 
こさけてかう ゃ おさせこくっえてうた 
くぇてうた こけしひかおぇた – ╋け-
くっすくけき う ╊けしうくけき. ‶け 
しゃっょっくうはき  いぇゃっょせのとっえ  
けすょっかけき こけ そういうつっしおけえ 
おせかぬすせさっ う しこけさすせ ぇょ-
きうくうしすさぇちうう けおさせゅぇ ╊. 
〈っかはおけゃけえ, けぉとっっ つうしかけ 
せつぇしすくうおけゃ  かにあくにた しけ-
さっゃくけゃぇくうえ しけしすぇゃうかけ 
こけさはょおぇ  こけかせすけさぇ すに-
しはつ. ╇ ねすけ, こけゃすけさうき, ぉっい 
せつぇしすうは ゃ しすぇさすぇた せつぇ-
とっえしは きけかけょひあう. 

╋ぇししけゃにっ しけさっゃくけ-
ゃぇくうは «╊にあくう [けししうう» 
しすぇかう  ゃぇあくにき ねすぇこけき 
こけょゅけすけゃおう くぇてうた ゅけく-
とうおけゃ  おけ ゃすけさけきせ ねすぇこせ 
こっさゃっくしすゃぇ ゅけさけょしおけゅけ 
けおさせゅぇ, おけすけさけっ しけしすけうす-
しは ゃ きぇさすっ.

╋｠ ╇ ╆┿╉¨′

╁っすっさぇく すさせょぇ う おけきしけきけかぇ 
′うくぇ ╉けかこぇおけゃぇ ゃしっゅょぇ 

ゃ しこけさすうゃくけえ そけさきっ

┤ ┵┿┱┲┦╀╃ ┷┹┲┨╃┶ ┦ ┥┲┭?
〈ぇすぬはくぇ ╉┿ぃ╋¨╁┿, しすぇさてうえ こけきけとくうお こさけおせさけさぇ, 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにえ けぉゃうくうすっかぬ こけ ょっかせ

[┿╆╁╄ きけゅ こけょせきぇすぬ けく, ゃっすっさぇく ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ, 
おけゃぇゃてうえ ‶けぉっょせ ゃ すにかせ, けすょぇゃてうえ こけしかっ ゃけえくに てぇたすっ 30 

かっす, つすけ おけゅょぇ-すけ こけしはゅくひす くぇ っゅけ あういくぬ くっ そぇてうしす こさけおかはすにえ, 
ぇ こぬはくにえ けすきけさけいけお, ょぇ っとひ ゃ きうさくけっ ゃさっきは? ′け くぇ しおかけくっ かっす 
こさうてかけしぬ くぇてっきせ せゃぇあぇっきけきせ いっきかはおせ, つぬの ゅさせょぬ せおさぇてぇのす 
こさぇゃうすっかぬしすゃっくくにっ くぇゅさぇょに, こっさっあうすぬ う ねすけ うしこにすぇくうっ.

‶さっしすぇさっかにっ ╀ぇてきぇおけゃに, 
ゃけいゃさぇとぇはしぬ し こさけゅせかおう ょけきけえ, 
くぇすおくせかうしぬ ゃ こけょなっいょっ しゃけっゅけ 
ょけきぇ くぇ しけしっょくっゅけ きぇかぬつうおぇ 
╇ゅけさは (うきは ういきっくっくけ). ′っ ゃ 
こっさゃにえ さぇい うい こけつすけゃにた はとう-
おけゃ しにこぇかぇしぬ こけょけああひくくぇは ぉせ-
きぇゅぇ, いぇこぇた ゅぇさう けおせすにゃぇか ゃしっ 
ねすぇあう. ]せこさせゅう こけうくすっさっしけゃぇ-
かうしぬ, くっ さぇぉけすぇ かう ねすけ ╇ゅけさは 
う っゅけ ょさせいっえ? ‶さうゃにおてうた ゃけ 
ゃしひき お こけかくけきせ こけさはょおせ ╀ぇて-
きぇおけゃにた せょさせつぇかけ すぇおけっ ぉっい-
けぉさぇいうっ. 

‶けょさけしすけお ゃきっしすけ すけゅけ, つすけ-
ぉに ういゃうくうすぬしは うかう, こけ おさぇえくっえ 
きっさっ, くぇきけすぇすぬ くぇ せし いぇきっつぇくうっ 
ゃいさけしかにた, こさうてひか ょけきけえ う さぇし-
しおぇいぇか けぉ うくちうょっくすっ けすちせ. ]け-
さけおぇこはすうかっすくうえ ]っさゅっえ [せょけかぬ-
そけゃうつ ╃せょうく, さぇくっっ しせょうきにえ いぇ 
おさぇあせ, さってうか, つすけ くぇ っゅけ しにくぇ 
ぉっししけゃっしすくけ くぇっいあぇのす つせあうっ 
かのょう う さぇしこせしおぇのす しかせたう け はおけ-
ぉに くっぉかぇゅけゃうょくけき こけしすせこおっ. 
′ぇたけょうゃてうえしは ゃ おさけゃう ぇかおけゅけかぬ 
ゃいにゅさぇか くっ くぇ てせすおせ, う ╃せょうく 
けすこさぇゃうかしは さぇいぉうさぇすぬしは し しけ-
しっょはきう.

╁きっしすっ し しにくけき こけょけてひか お  
おゃぇさすうさっ ╀ぇてきぇおけゃにた, くっしきけ-
すさは くぇ すせきぇく ゃ ゅけかけゃっ, しけけぉ-
さぇいうか, つすけ こさけしすけ すぇお しすぇさうおけゃ 
うい ちうすぇょっかう くっ ゃにきぇくうてぬ. ′ぇ 
こけきけとぬ けすちせ こさうてひか しけけぉさぇいう-
すっかぬくにえ ╇ゅけさひお: けく あぇかけぉくにき 
ゅけかけしけき こけこさけしうか ╁かぇょうきうさぇ 
╇ゃぇくけゃうつぇ けすおさにすぬ っきせ ょゃっさぬ. 
╉けゅょぇ けくぇ こさうけすおさにかぇしぬ, ╃せょうく, 
くう しかけゃぇ くっ ゅけゃけさは, ゃにょっさくせか 

たけいはうくぇ おゃぇさすうさに くぇ こかけとぇょおせ 
う しすぇか ぉうすぬ こけ ゅけかけゃっ う すっかせ. ̈ い-
ゃっさっゃ けす しけぉしすゃっくくにた ょっえしすゃうえ, 
こさうくはかしは けさぇすぬ, つすけ ゃけけぉとっ 
せぉぬひす っゅけ! ╉けゅょぇ くっしつぇしすくにえ, 
こけすっさはゃ しけいくぇくうっ, せこぇか, ╃せょうく 
くけゅぇきう, けぉせすにきう ゃ ぉけすうくおう くぇ 
おぇぉかせおぇた, こさけょけかあぇか くぇくけしうすぬ 
せょぇさに こけ ゅけかけゃっ しゃけっえ あっさすゃに. 
‶さう ねすけき ゃしひ しすぇさぇかしは こけこぇしすぬ ゃ 
ゃうしけお おぇぉかせおけき. ╇ゅけさぬ しすけはか さは-
ょけき う し せこけっくうっき しきけすさっか ねすけす 
«ぉけっゃうお». 

′ぇ しつぇしすぬっ, ゃにぉっあぇかう しけしっ-
ょう. ╁かぇょうきうさ ╇ゃぇくけゃうつ けしすぇかしは 
あうゃ. ′け う すぇお くっゃぇあくけっ いょけさけ-
ゃぬっ, こけょけさゃぇくくけっ ゃ ゃけえくせ, しけ-
ゃしっき せたせょてうかけしぬ: ╀ぇてきぇおけゃ 
しすぇか たせあっ しかにてぇすぬ, ゅけかけゃくにっ 
ぉけかう くっ けすこせしおぇのす くう くぇ ょっくぬ, 
ょぇゃかっくうっ しおぇつっす, こけゃさっあょひく きけ-
つっゃけえ こせいにさぬ. ╃せょうく くっ くぇてひか 
ゃさっきっくう ゃ すっつっくうっ ちっかけゅけ ゅけょぇ 
ういゃうくうすぬしは こっさっょ しすぇさうおけき. ╃ぇ 
う せきっっす かう けく ゃけけぉとっ おぇはすぬしは う 
こさけしうすぬ こさけとっくうは? ╀けかっっ すけゅけ, 
いくぇは, つすけ ゃ けすくけてっくうう くっゅけ くぇ-
こさぇゃかっくけ せゅけかけゃくけっ ょっかけ ゃ しせょ, 
しおさにかしは ゃ ょさせゅけき ゅけさけょっ. ′け 
しこさぇゃっょかうゃけしすぬ ゃけしすけさあっしすゃけ-
ゃぇかぇ: 24 はくゃぇさは しせょ こさうゅけゃけさうか 
].[. ╃せょうくぇ お かうてっくうの しゃけぉけょに 
くぇ ょゃぇ し こけかけゃうくけえ ゅけょぇ. ╆ぇ ねすけ 
ゃさっきは こけょさぇしすひす う ╇ゅけさぬ. ╉すけ 
ょかは くっゅけ すっこっさぬ けしすぇくっすしは ゅっさけ-
っき: ゃっすっさぇく ゃけえくに, おけすけさにえ きけゅ 
ゃ おぇあょせの きうくせすせ せきっさっすぬ, つすけ-
ぉに あうかう けく, っゅけ きぇきぇ  う こぇこぇ, 
うかう ゃしひ あっ けすっち, こけつすう せぉうゃてうえ 
しすぇさうおぇ? 

╃〉╋]╉¨╄ ╃╄╊¨
┶┿ ┥┩┧┬, ┴┩┮┤, 

┴┤┵┺┦┩┶┤┭, 
┳┿┼┰┬┱┵┮!

╁ こはすくうちせ せすさっくくのの すうてう-
くせ ]すぇさけこにてきうくしおぇ くぇさせてうかう 
きせいにおぇ, ゃっしひかにっ こっしくう う ぇこかけ-
ょうしきっくすに ゅけしすっえ: ゃ ぉにゃてっき いょぇ-
くうう こけしっかおけゃけゅけ しぇょうおぇ, ゃ ょゃせた 
てぇゅぇた けす ちっさおゃう ]さっすっくうは, けす-
おさにかぇしぬ ぉうぉかうけすっおぇ う おせかぬすせさ-
くけ-ょけしせゅけゃにえ ちっくすさ. ‶さうぉにか お 
くけゃけしひかぇき ちっかにえ こけかお ょっこせすぇ-
すけゃ: ょかは くうた ねすけす けぉなっおす – ゃに-
しすさぇょぇくくにえ, ゃ しゃけひ ゃさっきは けくう 
くっ ょぇかう こさけょぇすぬ いぇぉさけてっくくせの 
ぉっしたけいくせの ょゃせたねすぇあおせ, こけすけき, 
てぇゅ いぇ てぇゅけき, ゃけししすぇくぇゃかうゃぇかう 
いょぇくうっ, こけさせてっくくけっ こけあぇさけき, 
ゃけょけえ, たけかけょけき. ╁ くひき せあっ そせくお-
ちうけくうさせっす ¨╁‶, しすけきぇすけかけゅうは, 
すっこっさぬ こっさっったぇかけ ゃ こさけしすけさくにっ 
ぇこぇさすぇきっくすに たさぇくうかうとっ おくうゅ. 
╀せょっす ゅょっ さっこっすうさけゃぇすぬ きっしす-
くにき しぇきけょっはすっかぬくにき ぇさすうしすぇき, 
すせしけゃぇすぬしは きけかけょひあう. ╉ぇお けすきっ-
すうかう くぇさけょくにっ ういぉさぇくくうおう, すっ-
こっさぬ くぇょけ いぇしせつうゃ させおぇゃぇ ぉさぇすぬ-
しは いぇ ょけき おせかぬすせさに ╊けしうくけゅけ. 

┦┩┻┩┴┱┩┭ ┼┮┲┯┩ – 
┥┿┶╀

¨ょうくくぇょちぇすぬ ゃけこさけしけゃ ぉにかけ 
さぇししきけすさっくけ くぇ いぇしっょぇくうう こけ-
しすけはくくけえ おけきうししうう ょせきに ╀╂¨ こけ 
しけちうぇかぬくけえ こけかうすうおっ, こさけてっょ-
てっき ゃけしぬきけゅけ そっゃさぇかは. ‶っさゃにき 
ょっかけき ょっこせすぇすに ういせつうかう けぉさぇ-
とっくうっ せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうは 
け しけたさぇくっくうう しすぇすせしぇ ╋╃¨〉 わ3 
おけきこっくしぇちうけくくけゅけ ゃうょぇ ょかは 
ょっすっえ ょけておけかぬくけゅけ ゃけいさぇしすぇ し 
すせぉっさおせかひいくけえ うくすけおしうおぇちうっえ. 
‶けつっきせ ゃょさせゅ ゃしっ けいぇぉけすうかうしぬ 
しせょぬぉけえ ねすけゅけ しぇょうおぇ? ╃っかけ ゃ 
すけき, つすけ っゅけ しけょっさあぇくうっ くぇ-
たけょうすしは こけかくけしすぬの くぇ こかっつぇた 
きっしすくけゅけ ぉのょあっすぇ. ‶けねすけきせ 
ゅけさけあぇくっ こさっょかけあうかう しくはすぬ 
うきっのとうえしは しすぇすせし, けすおさにすぬ 
くぇ ねすうた あっ こかけとぇょはた けぉにつくにえ 
ょっすおけきぉうくぇす し さけょうすっかぬしおけえ 
こかぇすけえ. ╉けくっつくけ, きっしす ゃ しぇょう-
おぇた せ くぇし おぇすぇしすさけそうつっしおう くっ 
たゃぇすぇっす, くけ, おぇお けすきっすうかぇ くぇ 
ゃしすさっつっ そすういうけこっょうぇすさ ′. ‶っく-
おけゃぇ, せさけゃっくぬ いぇぉけかっゃぇっきけしすぬの 
すせぉっさおせかひいけき ゃ ゅけさけょっ ゃにしけお, 
うい 47 ゃけしこうすぇくくうおけゃ ╃¨〉 わ3 
くぇたけょうかうしぬ ゃ おけくすぇおすっ し うくそう-
ちうさけゃぇくくにきう つかっくぇきう しっきぬう 33 
きぇかにてぇ. ╁ ╀╂¨ あうゃせす てっしすっさけ 
ょっすっえ し けすおさにすけえ そけさきけえ すせぉっさ-
おせかひいぇ. ╁ ちっかけき こさっょしすぇゃかっくくぇは 
ょけおすけさけき しすぇすうしすうおぇ こさけういゃっかぇ 
せょさせつぇのとっっ ゃこっつぇすかっくうっ. ╆ぇすけ 
せぉっょうかぇ ょっこせすぇすけゃ: しすぇすせし ょっす-
しぇょせ くぇょけ けしすぇゃうすぬ こさっあくうき. ╁ 
おさせゅかけしせすけつくけき せつさっあょっくうう し 
せしうかっくくにき こうすぇくうっき, いぇおぇかうゃぇ-
くうっき ょっすう ぉせょせす こけょ くっけぉたけょう-
きにき こさうゅかはょけき, ぇ うた しゃっさしすくうおう 
– ゃ ぉけかぬてっえ ぉっいけこぇしくけしすう. ′け 
╃¨〉 すさっぉせっすしは さっきけくす. ╉ ねすけえ 
こさけぉかっきっ ょっこせすぇすに さってうかう ゃっさ-
くせすぬしは つせすぬ こけいあっ. 

〈けす あっ ょぇきけおかけゃ きっつ ゃうしうす 
くぇょ ゃっつっさくっえ ておけかけえ わ1. ′け 
せこさぇゃかっくうっ けぉさぇいけゃぇくうは けすしすけ-
はかけ っひ, ょかは こけょさけしすおけゃ う ゃいさけし-
かにた いょっしぬ こけ-こさっあくっきせ ゃ くっけぉ-
たけょうきけき けぉなひきっ けさゅぇくういけゃぇく 
せつっぉくにえ こさけちっしし.   

′っかひゅおうき けおぇいぇかけしぬ さってっくうっ 
ゃけこさけしぇ け ょけしすぇゃおっ ぉっさっいけゃつぇく くぇ 
こさけちっょせさせ ゅっきけょうぇかういぇ ゃ ぉけかぬ-
くうちに ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ. 14 くぇてうき 
いっきかはおぇき すさうあょに ゃ くっょっかの こさう-
たけょうすしは っいょうすぬ くぇ きくけゅけつぇしけゃせの 
こさけちっょせさせ ゃ けぉかぇしすくけえ ちっくすさ. ┿ 
きくけゅうっ うい くうた あうゃせす ゃ こけしひかおぇた. 
『っくぇ ゃけこさけしぇ けぉけいくぇつっくぇ てっ-
しすういくぇつくにきう ちうそさぇきう. 〈っこっさぬ 
こさっょしすけうす ゃっしすう こっさっゅけゃけさに し 
こっさっゃけいつうおぇきう, しけゅかぇしくにきう いぇ 
こさうっきかっきせの しせききせ けしせとっしすゃかはすぬ 
こけっいょおう し ぉけかぬくにきう かのょぬきう.  

‶けょゅけすけゃうかぇ 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

]¨『╇┿╊を′┿ぅ ╆┿】╇〈┿
‶[╇╋╇, ]╄╋をぅ, ‶¨╃ ¨‶╄╉〉!
]ゃっすかぇくぇ ╂[¨╋¨╁┿, 
しこっちうぇかうしす けすょっかぇ せこさぇゃかっくうは しけちいぇとうすに くぇしっかっくうは
185 つっかけゃっお, こさういくぇくくにた しせ-

ょけき くっょっっしこけしけぉくにきう, しけしすけはす 
くぇ せつひすっ せこさぇゃかっくうは しけちいぇとうすに 
くぇしっかっくうは こけ ゅ. ╀っさひいけゃしおけきせ. ╇い 
くうた 122 くぇたけょはすしは こけょ くぇょいけさけき 
ゃ ╀っさひいけゃしおけき こしうたけくっゃさけかけゅうつっ-
しおけき うくすっさくぇすっ, 55 –  こけょ けこっおけえ. 
╁ こさけてかけき ゅけょせ 17 くっょっっしこけしけぉ-
くにた ゅさぇあょぇく せょぇかけしぬ せしすさけうすぬ 
こけょ けこっおせ.

╉すけ きけあっす しすぇすぬ けこっおせくけき すぇ-
おうた かのょっえ? 〈けかぬおけ しけゃっさてっくくけ-
かっすくうっ ょっっしこけしけぉくにっ ゅさぇあょぇくっ. 
‶けすっくちうぇかぬくにえ けこっおせく ょけかあっく 
こさっょしすぇゃうすぬ ゃ けさゅぇく けこっおう う こけこっ-
つうすっかぬしすゃぇ いぇはゃかっくうっ, しこさぇゃおう し 
きっしすぇ あうすっかぬしすゃぇ, きっしすぇ さぇぉけすに し 

せおぇいぇくうっき いぇさこかぇすに いぇ こけしかっょくうっ 
12 きっしはちっゃ, けぉ けすしせすしすゃうう しせょうきけ-
しすう いぇ せきにてかっくくけっ こさっしすせこかっくうっ 
こさけすうゃ あういくう う いょけさけゃぬは ゅさぇあ-
ょぇく, きっょうちうくしおけっ いぇおかのつっくうっ け 
しけしすけはくうう いょけさけゃぬは, ぇゃすけぉうけゅさぇ-
そうの. ′ぇこけきくの: けこっおぇ きけあっす ぉにすぬ 
けそけさきかっくぇ おぇお くぇ ぉっいゃけいきっいょくけえ, 
すぇお う ゃけいきっいょくけえ けしくけゃっ.

¨すょっか しっきっえくけえ こけかうすうおう, けこっ-
おう う こけこっつうすっかぬしすゃぇ, しけちうぇかぬくにた 
ゅぇさぇくすうえ う かぬゅけす あょひす あっかぇのとうた 
こさうくはすぬ ゃ しっきぬの こけょ けこっおせ しけゃっさ-
てっくくけかっすくっゅけ くっょっっしこけしけぉくけゅけ 
ゅさぇあょぇくうくぇ こけ ぇょさっしせ: せか. ╊っくう-
くぇ, 73, おぇぉ. 25, 36, すっかっそけくに 
4-93-81, 4-92-79. 

′┿ ╆┿╋╄〈╉〉
╉┿╉ [┿╀¨〈┿╄〈 ╇′¨]〈[┿′╄『

‶[¨』〈╇〈╄ ╇′]〈[〉╉『╇ぃ
╀っさっいけゃしおうえ 〈¨ 〉こさぇゃかっくうは [けしこけすさっぉくぇょいけさぇ こさっょかぇゅぇっす のさうょう-

つっしおうき かうちぇき う うくょうゃうょせぇかぬくにき こさっょこさうくうきぇすっかはき けいくぇおけきうすぬしは し 
うくしすさせおちうっえ け こけさはょおっ こけょゅけすけゃおう, こさっょしすぇゃかっくうは う さぇししきけすさっくうは ゃ 
しうしすっきっ 《っょっさぇかぬくけえ しかせあぉに こけ くぇょいけさせ ゃ しそっさっ いぇとうすに こさぇゃ こけ-
すさっぉうすっかっえ う ぉかぇゅけこけかせつうは つっかけゃっおぇ きぇすっさうぇかけゃ こけ こさうくはすうの さっ-
てっくうは け くっあっかぇすっかぬくけしすう こさっぉにゃぇくうは (こさけあうゃぇくうは) うくけしすさぇくくけゅけ 
ゅさぇあょぇくうくぇ うかう かうちぇ ぉっい ゅさぇあょぇくしすゃぇ ゃ [《 (こさうかけあっくうっ お こさうおぇいせ 
[けしこけすさっぉくぇょいけさぇ けす 14.09.2010 わ336)

╇くしすさせおちうは けこせぉかうおけゃぇくぇ くぇ しぇえすっ www.bergrad.ru

╋¨【╄′′╇╉╇

ОСТОРОЖНО, САМОЛЁТ!
╉けきこぇくうは Europa Air, いぇさっゅう-

しすさうさけゃぇくくぇは ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ 
しおぇくょぇかぬくにき こさっょこさうくうきぇすっかっき 
╋うたぇうかけき 』せさおぇくけゃにき, ゃにょぇひす 
しっぉは いぇ ぇゃうぇこっさっゃけいつうおぇ う こさけょぇ-
ひす ぉうかっすに. ╁ [けしぇゃうぇちうう う ぇねさけ-
こけさすぇた け くっえ くっ いくぇのす. 

Europa Air くぇ しゃけひき しぇえすっ こさっょ-
かぇゅぇっす ょってひゃにっ ぇゃうぇぉうかっすに こけ 
しぇきにき こけこせかはさくにき くぇこさぇゃかっくう-
はき ゃ [けししうう う いぇ させぉっあけき. ╉ぇお 
こっさっょぇひす [╀╉ daily, ゃ [けしぇゃうぇちうう 
いぇこさけしけゃ くぇ さっゅうしすさぇちうの こっさっ-
ゃけいつうおぇ し すぇおうき うきっくっき くっ こけかせ-
つぇかう. ╁ ぇねさけこけさすぇた, おせょぇ はおけぉに 
かっすぇっす Europa Air, け すぇおけえ おけきこぇ-
くうう すけあっ くっ いくぇのす. ╇きは けょくけゅけ 
うい せつさっょうすっかっえ おけきこぇくうう, ╋うたぇ-
うかぇ 』せさおぇくけゃぇ, たけさけてけ ういゃっしすくけ 
ゃ すせさうしすうつっしおけき ぉういくっしっ ╄おぇすっ-
さうくぉせさゅぇ. ¨く せあっ ぉにか けしせあょひく くぇ 
つっすにさっ ゅけょぇ いぇ きけてっくくうつっしすゃけ, 
おけゅょぇ, ゃにしすせこぇは ぇゃうぇぉさけおっさけき, くっ 
ゃにこけかくうか けぉはいぇすっかぬしすゃ う しけさゃぇか 
くっしおけかぬおけ つぇさすっさけゃ. ╁ さっいせかぬすぇすっ 
しけすくう すせさうしすけゃ ぉにかう ぉさけてっくに くぇ 
こさけういゃけか しせょぬぉに.

]ぇえす Europa Air こけきうきけ ぇゃうぇ-
ぉうかっすけゃ くぇ さっえしに ぇゃうぇおけきこぇくうう 
こさっょかぇゅぇっす せしかせゅう こけ ぉさけくうさけゃぇ-
くうの けすっかっえ, ぇさっくょっ ぇゃすけきけぉうかっえ 
う す.ょ. ‶さぇゃょぇ, おせこうすぬ ぉうかっすに くぇ 
しぇえすっ ぉにかけ くっゃけいきけあくけ. ‶け せおぇ-
いぇくくにき すっかっそけくぇき くうおすけ くっ けす-

ゃっつぇっす, くけ けくかぇえく-おけくしせかぬすぇくす 
しぇえすぇ くぇこうしぇか おけささっしこけくょっくすせ 
[╀╉ daily, つすけ こさけょぇあう ぉうかっすけゃ 
ゃけす-ゃけす くぇつくせすしは, う こさっょかけあうか 
しかっすぇすぬ ゃ ]すぇきぉせか いぇ 9300 させぉ. 
くぇ «しけぉしすゃっくくけき つぇさすっさっ ぇゃうぇ-
おけきこぇくうう». [ぇしこうしぇくうっ さっえしけゃ 
Europa Air (けぉけいくぇつっくに くっしせとっ-
しすゃせのとうきう おけょぇきう) しけゃこぇょぇっす し 
さっぇかぬくにきう さっえしぇきう, ゃにこけかくはっ-
きにきう ょさせゅうきう こっさっゃけいつうおぇきう, ゃ 
つぇしすくけしすう おけきこぇくうっえ Sky Express.

╁ Sky Express おぇおせの-かうぉけ しゃはいぬ 
し Europa Air けすゃっさゅぇのす. «〉 くぇし くっす 
くうおぇおうた こさはきにた ょけゅけゃけさけゃ し ねすけえ 
けさゅぇくういぇちうっえ, おけすけさせの くっかぬいは 
くぇいゃぇすぬ ぇゃうぇおけきこぇくうっえ. ╋に こさっょ-
こけかぇゅぇっき, つすけ しっえつぇし けくう こさけしすけ 
こさっょかぇゅぇのす ぉうかっすに Sky Express 
おぇお けくかぇえく-うくすっゅさぇすけさ こけしさっょ-
しすゃけき けょくけえ うい しうしすっき ぉさけくうさけ-
ゃぇくうは («┿きぇょっせし», «╂ぇかうかっけ», 
Worldspan, «]うさっくぇ»). ‶さけょぇゃぇすぬ 
ぉうかっすに きに うき くっ きけあっき いぇこさっ-
すうすぬ. ′け っしかう ねすぇ すぇお くぇいにゃぇっきぇは 
ぇゃうぇおけきこぇくうは こさっょかぇゅぇっす ぉうかっすに 
こけょ しゃけうき くっしせとっしすゃせのとうき おけ-
ょけき こっさっゃけいつうおぇ, すっき しぇきにき ゃゃけ-
ょは こけすさっぉうすっかっえ ゃ いぇぉかせあょっくうっ, 
すけ ねすけ しけしすぇゃ せゅけかけゃくけゅけ こさっしすせ-
こかっくうは», — いぇはゃうか [╀╉ daily こさっょ-
しすぇゃうすっかぬ Sky Express.

‶け きぇすっさうぇかぇき あせさくぇかぇ 
«╃っかけゃけえ おゃぇさすぇか»

《¨〈¨《┿╉〈

《けすけ ╋ぇさうう ╀┿╀╉╇′¨╈
╁ きうくせゃてせの こはすくうちせ くぇつぇかうしぬ さぇぉけすに こけ いぇおさにすうの きぇゅうしすさぇかう 

╀╋-9 いぇ ょけきけき わ24 くぇ せかうちっ ╇しぇおけゃぇ.

╂けさけょしおぇは ぇょきうくうしすさぇちうは こけょょっさあぇかぇ 
せつぇしすくうおけゃ ぉっしこかぇすくにき つぇっき う こかのておぇきう



]╃┿╋
• おゃぇさすうさせ くぇ ょかうす. しさけお させししおけえ しっ-
きぬっ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• つぇしすぬ けそうしぇ, っしすぬ きっぉっかぬ, けたさぇくぇ, 
すっかっそけく, うくすっさくっす. 8-912-24-59-989.
]′╇╋〉
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-902-87-
44-311, 8-908-91-03-795.
• おけきくぇすせ, おゃぇさすうさせ, ょけき. 〈っか. 
8-902-87-44-311, 8-908-91-03-795.
╉〉‶╊ぃ

• おけきくぇすせ. 〈っか. 8-905-80-05-585.
• 1-, 2-おけきく. おゃ., ′╀‶. 〈っか. 8-902-
87-44-311, 8-963-04-10-718.
• 1-, 2-おけきく. おゃ., ょけき, いっき. せつ-お. 〈っか. 
8-908-90-30-722.
• 2-おけきく. おゃ. せ/こ, くぇ ′╀‶, ぉにしすさにえ 
さぇしつっす. 〈っか. 8-963-04-10-718.
• ょけき うかう いっきっかぬくにえ せつ-お. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
• ょけき, いっき. せつ-お うかう きっくはの. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
• 2-おけきく. おゃ. うかう さぇししきけすさの ゃぇさうぇく-
すに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• 3-おけきく. おゃ., せ/こ, ]けゃっすしおうえ きおさく, 
うかう きっくはの. 〈っか. 8-904-38-34-454.

╋╄′ぅぃ
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 2, 
+ おけきく. くぇ 2-おけきく. おゃ., せ/こ, (′╀‶). 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• ょけき, せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, くぇ おゃ-させ + ょけ-
こかぇすぇ. 〈っか. 8-963-04-10-718. 
‶[¨╃┿╋

╉けきくぇすに 
• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 6┿, きぇかけしっきっえおぇ, 
17, 4 き2, 3/4, おうさこ., つ/こ, ゃ おけき-すっ 
ょせて, ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかぬ. 『. 740 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ┿お. ╉け-
さけかっゃぇ, 8, 11 き2, 5/5. 『. 680 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ╂っさけっゃ 
〈させょぇ, 20, せ/こ, 16,7 き2, 5/5, おうさこうつ.,  
かけょあうは 6 き2. 『. 850 す.さ. 〈っか. 8-908-
90-30-722.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ┿お. ╉け-
さけかっゃぇ, 8, 17 き2, 5/5, ぉぇかおけく. 『. 870 
す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 15, き/し, 10 き2, 
2/2, つ/こ. 『. 500 す.さ. 〈っか. 8-908-90-
30-722.
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 17, こ/き, 17,5 き2, 
2/2, おうさこうつ., つ/こ. 『. 800 す.さ. 〈っか. 
8-908-90-30-722.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こ. ╊けしうくにえ, せか. 『っくすさぇかぬくぇは, 14, 
30/17/6, 1/2, ゅぇい, "たさせと.".
『. 600 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ おけきくぇすせ ゃ ゅ. 
╀っさひいけゃしおけき. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, しこっち. 
こさけっおす, 35,4/18/10, 4/6, おうさこ., 
かけょあうは 6 き, つ/こ, けすか. けすょっかおぇ. 『. 
1990 す.さ. 〈っか. 8-902-87-44-311.

• せか. 【うかけゃしおぇは, 14, 31,5/18/6, 
"ぉさっあ.", 5/5, おうさこうつ. 『. 1450 す.さ. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ]すさけうすっかっえ, 7, "たさせと.", 44/29/6, 
おうさこうつ., 3/5, ぉぇかおけく. 『. 1650 す.さ. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 1/5, おうさこ., 
46/28/6, おけきくぇすに ういけかうさ., おぇこ. さっ-
きけくす ょけきぇ, つ/こ. 『. 1800 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, 4/5, こぇくっかぬ, 
44/30/6, しすっおかけこぇおっす, ておぇそ-おせこっ. 『. 
1850 す.さ. 〈っか. 8-902-87-44-311.
• せか. ╉けしにた, 5, 32/18/5, 2/5, こぇくっかぬ, 
ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 『. 1850 す.さ. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 3┿, 2/4. 『. 1650 
す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722.
• くけゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
4/6, 93 き2 + かけょあうは 13 き2. 『. 3700 
す.さ. 〈っか. 8-912-24-59-989.
• きぇくしぇさょぇ, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 
6, し/こ, 78 き2, つ/こ. 『. 1967 す.さ. 〈っか. 
8-963-04-10-718.
╄おぇすっさうくぉせさゅ, 2-おけきく. おゃ.
• せか. ╀けかぬてぇおけゃぇ, 22, おけさこ. 4, 3/12, 
48/28/7, こぇくっかぬ, かけょあうは 6 き2. 『. 
2700 す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• せか. ╁けしすけつくぇは, 34, "ぉさっあ.", 48/30/6, 
2/5, おうさこうつ, ぉぇかおけく. 『. 2500 す.さ. 
〈っか. 8-908-90-30-722.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, こぇくっかぬ, せ/こ, 
64/41/9, 6/9, けすか. しけしす. 『. 2600 す.さ. 
〈っか. 8-904-38-34-454.
• くけゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
し/こ, S – 118 き2, 4/6, おうさこうつ, 2 かけょ-
あうう, つ/こ. 『. 4600 す.さ. 〈っか. 8-908-90-
30-722.
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 7, "ぉさっあ.", 
54/38/6, 5/5, こぇくっかぬ, つ/こ. 『. 1900 
す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722. 
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 6, 57/40/7, 2/2, 
ぉさせし, つ/こ. 『. 1350 す.さ. [ぇししきけすさの 
ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-904-38-34-
454.
• くけゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
しこっちこさけっおす, 118 き2, 2/6, おうさこうつ, 2 
かけょあうう, つ/こ. 『. 4600 す.さ. 〈っか. 8-908-
90-30-722.
• せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 7, せ/こ, 64/40/8,5, 
4/5, こぇくっかぬ, ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 『. 
2650 す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.
╃けきぇ
• 1/2 ょけきぇ, こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]すせ-
ょっくつっしおぇは, 54/35/7, ょっさ., 12 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., ちっくすさ. けすけこかっく., ゃけょぇ, 
ぉぇくは, しかうゃ, つ/こ. 『. 1400 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
• せか. [っゃけかのちうけくくぇは, ぉさっゃっく., 
50/30/6, ゃけょぇ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ゅぇい う 
ちっくすさ. おぇくぇかういぇちうは こけ せかうちっ, 9 しけす. 
いっきかう. 『. 2100 す.さ. 〈っか. 8-904-38-
34-454.
• せか. ╁ぇえくっさぇ, ぉさっゃっく., ぉかぇゅ., 3 おけき-
くぇすに + おせたくは, くけゃ. ぉぇくは, ょっすしお. こかけ-
とぇょおぇ, くぇゃっし くぇ ょゃっ きぇてうくに, 6 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 3000 す.さ. 〈っか. 8-912-66-
48-020.
• せか. 8 ╋ぇさすぇ, ぉさっゃ., 36 き2, 8,5 しけす. 
ゃ しけぉしす., ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは こけ 
せかうちっ. 『. 1950 す.さ. 〈っか. 8-908-90-
30-722.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけゃぇ, 
ぉさっゃっくつ., 51 き2, 2 おけきくぇすに + おせたくは, 
ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 9 しけす. ゃ しけぉしす. 
『. 2400 す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.  
• せか. 9 はくゃぇさは, 48 き2, ぉさっゃっくつ., ゅぇい, 
ゃけょぇ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ. 『. 3950 す.さ. 〈っか. 
8-963-04-10-718.   
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ′ぇせきけゃぇ, 15 しけす., 
ゃ しけぉしす. ょけき 26 き2, しおゃぇあうくぇ, ゃけょぇ ゃ 
ょけきっ, ぉぇくは, くぇょゃけさ. こけしすさけえおう. 『. 1350 
す.さ. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, ぉさっゃっくつぇすにえ, けぉ-
くっしっく おうさこうつ., 43 き2, 2 おけきく. + おせた-
くは, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは しかうゃ., ゅぇさぇあ, 72 
き2, 11 しけす. ゃ しけぉしすゃ., きけあくけ こけょ ぇゃ-
すけしっさゃうし. 『. 2500 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 
1-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ. 〈っか. 8-963-
04-10-718.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけ-
ゃぇ, ぉさっゃっく., 30 き2 + かっすくうえ ょけきうお 
くぇ せつ-おっ し こっつおけえ (12 き2), ぉぇくは, 
11 しけす. ゃ しけぉしす. 『. 2200 す.さ. 〈っか. 
8-908-91-03-795.

]′╇╋〉
• おゃぇさすうさせ, おけきくぇすせ, ょけき.
╉〉‶╊ぃ
• しさけつくにえ ゃにおせこ 1-, 2-おけきく. おゃ., 
さぇしつっす くぇかうつくにきう.
‶[¨╃┿╋
• くっあうかけっ こけきっとっくうっ (こけょゃぇか), 
せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, 65 き2. 『. 1800 す.さ. 
╁けいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ.
╉けきくぇすに
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., 20,4 き2, 1/2, 
こぇくっかぬ. 『. 800 す.さ.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 』ぇこぇっゃぇ, 
36, 14,5 き2, 1/2, こぇくっかぬ. 『. 700 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6┿, 4/6, 
おうさこうつ, 34,4 き2, し/せ しけゃきっと., かけょ-
あうは いぇしすっおかっくぇ. 『. 1800 す.さ. 
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/1, 4/10, きおさく 
[ぇょせあくにえ, きけくけかうす., 35,9/16/10, し/せ 
しけゃきっとっく., こ/かけょあうは. 『. 1800 す.さ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 19, 2/5, こぇ-
くっかぬ, 32,6/20/5,5, し/せ しけゃきっと., 
ぉぇかおけく いぇしすっおかっく, すっかっそけく. 『. 
1480 す.さ.

¨¨¨ «╁¨╆′╄]╄′]╉╇╈ 
『╄′〈[-╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈»

せか. ]すさけうすっかっえ, 4 
(“╀ういくっし-ちっくすさ”),

すっか. 4-37-97, 4-55-66;
せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6 «ぇ»,
すっか. 3-19-26, 3-25-13

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠
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ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ,
せか. 【うかけゃしおぇは, 13-2.

〈っか. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

あ〈し

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

〈っかっそけくに けすょっかぇ さっおかぇきに: 4-90-35, 4-40-56, BRREKLAMA@mail.ru.
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]さけつくけ おせこかの
1-おけきく. おゃぇさすうさせ.

〈っか. 8-908-91-03-795

′っょゃうあうきけしすぬ くぇ 
╉うこさっ けす 

いぇしすさけえとうおぇ. 
〈っか. 8-912-24-59-989.

╆っき. せつ-おう こけょ ╇╅] う 
ょぇつくけっ しすさけうす-ゃけ

 けす 400 す.さ. 
〈っか. 8-912-24-59-989.

• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけゃぇ, 
ぉかぇゅけせしす., ょっさっゃ., 3 おけきく. + おせたくは, 
47 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 11,5 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., けぉきっく. 『. 3100 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
• くけゃにえ, 2006 ゅ., せか. ╉. 『っすおうく, 
1-ねすぇあ., こっくけぉかけお, こかぇしす. けおくぇ, 
くけゃぇは ぉぇくは, けゃけと. はきぇ, 9 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., 2 こけょなっいょぇ お ょけきせ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
′っょけしすさけえ
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 60% ゅけすけゃくけしすう, 
こけょ おさにてっえ こっくけぉかけお, 2-ねすぇあくにえ, 16 
しけす. ゃ しけぉ., ゃけょぇ, ゅぇい, ちっくすさ. おぇくぇかういぇ-
ちうは. 『. 3300 す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• おけすすっょあ (くっょけしすさけえ, ぉかけつくにえ), 
こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╁けしすけつくぇは, 
105 き2, 10 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ぉぇくは. 
『. 2900 す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.
╉けすすっょあう
• せか. ]ゃけぉけょに, 2003 ゅ.こ., 110 き2, 2 
ねすぇあぇ, ゅぇい, ゃけょぇ, しかうゃ, すっこかにえ ゅぇ-
さぇあ, ぉぇくは, 10 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かぇくょ-
てぇそすくにえ ょういぇえく. 『. 6000 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
〉つぇしすおう
• いっき. せつ-お  し ゃっすたうき ょけきけき, 24 しけす. 
ゃ しけぉしす., こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╊っくうくぇ. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
• いっき. せつ-おう こけょ ╇╅] う ょぇつくけっ しすさけうす-
ゃけ けす 400 す.さ. 〈っか. 8-912-24-59-989.
• いっき. せつ-お ゃ お/し, ╀っかけはさしおうえ さ-く, こ. ╁. 
╃せぉさけゃけ, 8 しけす. ゃ しけぉしす., かっし, ゃけょけっき. 
『. 230 す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.
]ぇょに
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, いっしぇょ わ36, 3,5 
しけす. ゃ しけぉしすゃ., ょけき 21 き2, さはょけき さっおぇ. 
『. 530 す.さ. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• こ. 【うかけゃおぇ, しぇょ わ34, 2-ねすぇあ. 
ょけき, ぉぇくは, すっこかうちに. 『. 670 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
• しぇょ ゃ お/し "′うゃぇ", 4,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., 
ょけきうお 2-ねす., おけかけょっち, ねか-ゃけ. 『. 450 
す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.
• しぇょ "╃ぇつくうお", ょけきうお 12 き2, 16 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., さはょけき かっし, ゃけょけひき. 『. 300 
す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.
• しぇょ "╃ぇつくうお", ょけきうお 12 き2, 8 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., さはょけき ゃけょけひき. 『. 150 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• しぇょ. せつ-お,  2-けえ おぇさぬっさ, ょっさっゃ. 
2-ねすぇあ. ょけき, 2 おけきく., おせたくは, 5 しけす., 
ゃけょぇ, ぉぇくは, ゃにたけょ お ゃけょっ. 『. 800 す.さ. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
╂ぇさぇあう
• いぇ ╃╉ "]けゃさっきっくくうお", 24 き2, ねか-ゃけ, 
けゃけと. はきぇ しせたぇは. 『. 140 す.さ. 〈っか. 
8-908-90-30-722.
• おぇこ. ゅぇさぇあ, ]けしくけゃにえ ぉけさ, せか. ]っさけ-
ゃぇ, けたさぇくぇ, ねか-ゃけ. 25 き2. 〈っか. 8-908-
91-03-795.
• さ-く ちっくすさぇ, せか. ╊っくうくぇ, いぇ き-くけき 
"】せおぇさぬ", 20,5 き2, ねか-ゃけ, けすけこか., けた-
さぇくぇ. 『. 200 す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
′っあうかにっ こけきっとっくうは
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, ゃ くけゃけき 
ょけきっ, ちけおけかぬ, 39,2 き2. 『. 1400 す.さ. 
〈っか. 8-912-24-59-989.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, ゃ くけゃけき 
ょけきっ, ちけおけかぬ, 120,2 き2, けすょっかぬくにえ 
ゃたけょ. 〈っか. 8-912-24-59-989.

′けゃにえ けそうし, 37 き2, 2 おけきくぇすに. 
『. 1850 す.さ.

〈っか. 8-912-24-59-989.

1-おけきく. おゃ., せ/こ, ′╀‶.
〈っか. 8-908-90-30-722. ][¨』′¨.
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• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ′けゃゅけさけょちっ-
ゃけえ, 21, 14/16, こぇくっかぬ, 34,6/20/8, 
し/せ しけゃきっと., たけさ. さっきけくす. 『. 2450 
す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15┿, 1/5, おうさこうつ, 
40,6/26,9/6, し/せ しけゃきっと., ぉぇかおけく 
(せいぇおけくっく). 『. 1650 す.さ.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 17, 1/5, おうさこうつ, 
45,5/30,4/6, おけきくぇすに – ゃぇゅけく, し/せ 
さぇいょっかぬくにえ, ぉ/ぉ. 『. 1720 す.さ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 14, 2/5, おうさこうつ, 
48,3/28/8,5, せ/こ, おけきくぇすに ういけかうさけ-
ゃぇくくにっ, し/せ しけゃきっと., かけょあうは いぇしすっ-
おかっくぇ, すっかっそけく. 『. 2150 す.さ.
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 13, 1/3, おうさこうつ, 
40,9/28,5/6,1, し/せ しけゃきっと., ぉ/ぉ. 『. 
1600 す.さ.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 5, 4/5, こぇ-
くっかぬ, 53,5/29,3/8,8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, 
こ/かけょあうは. 『. 2150 す.さ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/1, 1/10, きけくけ-
かうす, きおさく [ぇょせあくにえ, 58,5/40/11, し/せ 
しけゃきっと., おけきくぇすに ういけかうさ., かけょあうは. 
『. 2470 す.さ.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 39, 3/3, こぇ-
くっかぬ, 77,9/40,9/10, し/せ しけゃきっと., 8 き2, 
ぉ/ぉ, ょっさっゃ. しすっおかけこぇおっすに, さっきけくす, 
こっさっこかぇくうさけゃおぇ うい 3-おけきくぇすくけえ おゃ-
さに せいぇおけくっくぇ. 『. 2300 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, 1, 
1/2, 50,4/26/10, おうさこうつ, し/せ さぇいょ., 
おけきく. ういけか., ぉ/ぉ. 『. 1200 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. 《せさきぇくけゃぇ, 
111, 12/16, こぇくっかぬ, 64/40/9, ょゃぇ し/せ, 
ょゃっ かけょあうう. 『. 3600 す.さ.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 7ぇ, 3/6, おうさ-
こうつ, 58,1/36,1/8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, 
おけきく. ういけかうさ., かけょあうは. 『. 2500 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, 5/9, こぇくっかぬ, 
62,9/42/8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょあうは 
いぇしすっおかっくぇ. 『. 2550 す.さ.
• せか. ╋ぇきうくぇ-]うぉうさはおぇ, 5, 3/5, こぇ-
くっかぬ, 51,5/37,7/6,3, し/せ さぇいょっかぬくにえ. 
『. 2100 す.さ.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, つ/こ, 3/5, おうさこ., 
83,7/47,7/9, しけゃきっとっくぇ 1-おけきく. う 
2-おけきく. おゃぇさすうさに, 2 し/せ (1 し ょせてっ-
ゃけえ, 2-え し ゃぇくくけえ), ぉぇかおけく, かけょあうは. 
『. 3600 す.さ.
• せか. 』ぇこぇっゃぇ, 36, 1/3, おうさこうつ, 
77,5/46/10, おけきく. ういけか., し/せ さぇいょ., 
すっかっそけく, ゃにしけすぇ こけすけかおけゃ 3,20 き. 
『. 2200 す.さ.
╃けきぇ
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ‶さけっいあぇは, 
55┿, ょっさっゃはく., 36/27/6, 3 おけきくぇすに 
ういけかうさ., おせたくは, ゅぇい, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 
せつぇしすけお 9,12 しけす. さぇいさぇぉけすぇく, つ/こ. 
『. 3100 す.さ.
• せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, ょっさっゃはく., 15 き2, 
こけょ しくけし, いっき. せつ-お 6 しけす. 『. 1550 す.さ.
• ]′〈 "ぅゅけょおぇ" わ43, 100 き2, うい 
ぉさせしぇ, けぉてうす しぇえょうくゅけき, 2010 ゅ. 
こけしすさけえおう, 3 おけきくぇすに, おせたくは, けおくぇ 
こかぇしすうお, しおゃぇあうくぇ, ゃけょけくぇゅさっゃぇ-
すっかぬ, ぉぇくは 40 き2. 『. 1575 す.さ.  
• せか. ‶. ╋けさけいけゃぇ, ょっさっゃ., 45 き2, 3 
おけきくぇすに, ゅぇい, おぇくぇかういぇちうは, ゃけょぇ, 
し/せ ゃ ょけきっ, ぉぇくは, せつ-お 6 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 2450 す.さ.
• せか. ╂けさくはおけゃ, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 55 
き2, 4 おけきくぇすに, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, ゅぇ-
さぇあ, せつ. 9 しけす. 『. 3100 す.さ.

• ゅ. ╁. ‶にてきぇ, こけし. ╉さぇしくにえ, ょっさっ-
ゃはくくにえ, 25,8 き2, 2 おけきくぇすに, おせたくは, 
ょせてっゃぇは おぇぉうくぇ, しおゃぇあうくぇ, ゅぇい さは-
ょけき, せつ. 13 しけす. 『. 1610 す.さ.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. 『ゃっすけつ-
くぇは, 2-ねすぇあくにえ, 3 おけきくぇすに, 92 き2, 
ぉさせし, せすっこかうすっかぬ, しぇえょうくゅ, 2007 ゅ.こ., 
せつ-お 9,8 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ. 『. 4100 す.さ.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, ょっさっゃはくくにえ, 
42 き2, こっつくけっ けすけこかっくうっ, 6,69 しけす. 
いっきかう. 『. 1600 す.さ.
• せか. ╋けかけょひあくぇは, ょっさっゃはくくにえ, 
50,4/38 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 6,85 しけす. 
いっきかう. 『. 2060 す.さ.
• せか. ╋っぉっかぬとうおけゃ, ょっさっゃはくくにえ, 
52,9/38,2/8,7 き2, 3 おけきくぇすに, いっき. 
せつぇしすけお 6,28 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは. 
『. 2450 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, ょっさっゃはくくにえ, あうかけえ, 
2000 ゅ. こけしすさけえおう, 72,5 き2 + きぇく-
しぇさょぇ, こっつ. けすけこかっくうっ, こっさしこっおすうゃぇ 
こけょおかのつっくうは ゅぇいぇ, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 
くぇょゃけさくにっ こけしすさけえおう, 11,17 しけす., 
さぇいさぇぉけすぇく, ょけ ゃけょけひきぇ 600 き. 『. 
2100 す.さ. 
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, ぉさっゃっくつぇすにえ, 57 
き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 2 すっこかうちに, 12 しけす. 
いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 『. 2700 す.さ.
• せか. 】けさしぇ, てかぇおけいぇかうゃくけえ ょけき + 
ぉかけお, 60 き2, 4 おけきくぇすに, おせたくは, し/せ ゃ 
ょけきっ, ょせてっゃぇは おぇぉうくぇ, ゅぇいけゃけっ けすけ-
こかっくうっ, ゅけさはつぇは ゃけょぇ, せつぇしすけお 6 しけ-
すけお. 『. 3500 す.さ.
′っょけしすさけえ
• せか. ╉ぇかうくうくぇ, おけすすっょあ, S – 160 き2, 
2 ねすぇあぇ + きぇくしぇさょぇ, こっくけぉかけお こけょ 
おさにてっえ, いっきっかぬくにえ せつぇしすけお 7,9 しけす-
おう + ょっさっゃはくくにえ あうかけえ ょけき 30,5 
き2, ゃけょぇ ゃ ょけきっ, ゅぇい さはょけき (すった. せし-
かけゃうは こけかせつっくに), ぉぇくは. 『. 2400 す.さ.
╉けすすっょあう
• せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, S – 200 き2, 2 ねすぇ-
あぇ + ちけおけかぬ, おうさこうつ, ゃけょぇ, ゅぇい, 10 
しけす., ゃけいきけあくぇ うこけすっおぇ. 『. 7000 す.さ. 
〈けさゅ.
〉つぇしすおう
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 7 しけす. ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすう. 『. 950 す.さ.
• ]‶¨ わ 126 "《ぇいっくょぇ", 7,68 しけす. 『. 
280 す.さ.
• せつ-お し ょけきけき くっいぇゃっさてひくくけゅけ 
しすさけうすっかぬしすゃぇ, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. 
′ぇせきけゃぇ, 16 しけすけお ゃ しけぉしすゃ. 『. 1350 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ.
]ぇょに
• さ-く ╃¨]┿┿《, お/し,  わ6, 5,5 しけす., しぇょけ-
ゃにえ ょけきうお 6 き2, ょゃっ すっこかうちに. 『. 480 す.さ.
• こ. 【うかけゃおぇ, おけか. しぇょ  わ8, いっき. 
せつ-お 2,4 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かっすくうえ ゃけょけ-
こさけゃけょ, ょけき. 『. 330 す.さ.
• さぇえけく ╃¨]┿┿《, おけか. しぇょ  わ6, いっき. せつ. 
487 き2 ゃ しけぉしすゃ., しぇょけゃにえ ょけき うい ぉかけおけゃ 
22,9 き2, せつぇしすけお さぇいさぇぉけすぇく. 『. 430 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, おけか. しぇょ  わ38, 4 しけす., 
2-ねすぇあくにえ ょけき, ぉぇくは, ゃけょけひき, せつぇ-
しすけお さぇいさぇぉけすぇく. 『. 850 す.さ.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, ]‶¨ "《ぇ-
いっくょぇ" わ126, 744 き2, かっすくうえ ょけき 
う ぉぇくは うい ぉさせしぇ こけょ おさにてっえ, くっょけ-
しすさけえ, つ/こ. 『. 650 す.さ.
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, おけか. しぇょ, し/す "╋っ-
ょうお-2", せつ. 4 しけす., ょけき 30 き2, し きぇくしぇさ-
ょけえ, こっつくけっ けすけこかっくうっ. 『. 700 す.さ.



╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-おけきく. おゃ. うかう こさっょかけあせ ゃぇさう-
ぇくすに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• ょけき うかう こさっょかけあせ ゃぇさうぇくすに けぉきっ-
くぇ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• しぇょ, いっき. せつぇしすおう うかう こさっょかけあせ ゃぇ-
さうぇくすに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
╋╄′ぅぃ
• 1-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 
おうさこうつ, 3/5, ょけき こけしかっ おぇこ. さっきけく-
すぇ, 31/18/6, くぇ いっき. せつ-お ゃ ちっくすさっ 
ゅ. ╀っさっいけゃしおけゅけ, きけあくけ し ょけきうおけき. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
• ょゃっ おけきく., 18,5 う 13 き2, 4/5 くぇ 
2-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
•  おけきく. ゃ 3-おけきく. おゃ., ¨ゃけと. けすょ., 19 
き2, くぇ いっき. せつ-お ゃ ╀っさっいけゃしおけき. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
•  2-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 22, 
せ/こ, 54 き2 う 2-おけきく. おゃ., せか. ]こけさすうゃ-
くぇは, 4, 44/27/7 くぇ ょけき. 〈っか. 8-912-
64-98-029.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 10, ゃ ょっさっゃ. 
ょけきっ, 14 き2, おけさうょ. しうしすっきぇ. 『. 490 
す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., ¨ゃけとくけっ 
けすょ., 12, 19 き2, 1/3, し ぉぇかおけくけき. 『. 
760 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ╋うさぇ, 10, 
14 き2. 『. 600 す.さ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• おけきくぇすせ ゃ 4-おけきく. おゃ., ゅ. ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅ, せか. ╀ぇさょうくぇ, 1, 1/5, S – 11, 2 き2. 
『. 780 す.さ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• 2 おけきくぇすに ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ╋うさぇ, 10, 
ういけかうさ., 14 き2 う 20 き2. 『. 1350 す.さ. 〈っか. 
8-912-64-98-029.
• 2 おけきくぇすに ゃ 3-おけきく. おゃ., 17 き2 う 13 き2, 
せか. ]すさけうすっかっえ, 5, 2/2. 『. 750 す.さ. 〈っか. 
8-912-64-98-029.
• 2 おけきくぇすに ゃ 4-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさう-
くぇ, 15/4, 9/9, 22,5 き2. 『. 970 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こけし. ╋けくっすくにえ, せか. 『っくすさぇかぬくにえ こけ-
しっかけお, 27, おうさこうつ, 2/2, 29/17/6, ぉぇか-
おけく, しけしす. しさっょくっっ. 『. 1050 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.

╉せこかは, こさけょぇあぇ, けぉきっく
かのぉけえ しかけあくけしすう.

‶さうゃぇすういぇちうは いっきっかぬくにた 
せつぇしすおけゃ.

]╃┿╋ 
• 4-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, 
たけさ. さっきけくす.
• こさけういゃけょしすゃっくくけっ こけきっとっくうっ, 
300 き2, さ-く 『っくすさぇ.
‶[¨╃┿╋

╉けきくぇすに
• ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/4, 
6/9, 14 き2, たけさ. さっきけくす. 『. 850 す.さ. 
• おけきくぇすぇ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃ-
しおぇは, 5, おうさこ., S – 14,4 き2, 3/3. 『. 
850 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 【うかけゃしおぇは, 16, おうさこうつ, 
5/5, 30/17/6, こかぇしすうお. けおくぇ, 
こけきっくはくに ぉぇすぇさっう. 『. 1500 す.さ. 
うかう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ.
• せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 48, 4/4, 
30/18/6, ぉっい ぉぇかおけくぇ. 『. 1150 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 10, 2/2, ょっさっゃ., 
ゃ たけさ. しけしすけはくうう. 『. 850 す.さ.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 4, おうさこ., 3/4, 
42/27/6, こっさっこかぇくうさけゃおぇ せいぇおけくっ-
くぇ, たけさ. しけしす., ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 
『. 1700 す.さ.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 2, 2/5, おうさこ., 43/30/6, 
しけしす. たけさ. 『. 1850 す.さ.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 22, 2/5, せ/こ, S – 
49/29/8, こけかせかけょあうは, しすっおかけこぇおっ-
すに. 『. 2150 す.さ.
• せか. ┿くせつうくぇ, 3, 41/26/6, 4/4, おけきく. 
ういけか., ぉぇかおけく. 『. 1650 す.さ. ╇かう きっくはの 
くぇ 1-おけきく. おゃ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/2, 9/9, 42/27/9, 
こっさっこかぇくうさけゃおぇ, ゃ けすか. しけしすけはくうう. 
『. 1900 す.さ.

3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ]こけさすうゃくぇは, 2, 3/10, おうさこ., 
76/47/10, しこっちこさけっおす, こかぇしす. けおくぇ. 
『. 3400 す.さ. 〈けさゅ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, こぇくっかぬ, 7/9, 
64/41/8,5, かけょあうは いぇしすっおかっくぇ, 
こかぇしす. けおくぇ, しっえそ-ょゃっさう. 『. 2575 す.さ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, せ/こ , 63/42/8, 1/9, 
かけょあ. いぇしす. 『. 2350 す.さ.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 17, 4/5, おうさこ., 
60/42/6,5. 『. 2060 す.さ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╊っけくすぬっゃぇ, 
23┿, せ/こ, 2/3, おうさこうつ, 66 き2, ぉぇかおけく, 
しゃけは こぇさおけゃおぇ. 『. 2350 す.さ.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, 1, 2/3, 
おうさこうつ, せ/こ, 2 ぉぇかおけくぇ, 83/52/10,5. 『. 
2100 す.さ. 〈けさゅ.
╃けきぇ
• こ. ╀っいさっつくにえ (6 おき けす ╊けしうくおう), 
ょっさっゃ., 44,3 き2, こっつくけっ けすけこかっくうっ. 
20 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 『. 800 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, ╊っしたけい, せか. ╀っ-
さっいけゃしおぇは, 45 き2, ゅぇい ゃ ょけきっ, 2 
こっつおう (させししおぇは う ゅけかかぇくょおぇ), 
ゅぇさぇあ いぇかうゃくけえ 3た4 (しきけすさ. 
はきぇ), ぉぇくは 4た3, 13 しけす. いっきかう ゃ 
しけぉしす. 『. 1500 す.さ.

╁しっ ゃうょに せしかせゅ こけ
くっょゃうあうきけしすう,

ゃ すけき つうしかっ けぉくぇかうつうゃぇくうっ 
しっさすうそうおぇすけゃ, さぇぉけすぇ し 

きぇすっさうくしおうき おぇこうすぇかけき. 
╉けくしせかぬすぇちうう ぉっしこかぇすくけ. • せか. ╊. 〈けかしすけゅけ, くけゃにえ, ょっさっゃ., 54 

き2, ゅぇい, ゃけょぇ, し/せ, くけゃぇは ぉぇくは, ゃに-
ゅさっぉくぇは はきぇ, 6 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 
『. 3200 す.さ. 〈けさゅ. 
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉かせぉくぇは, ょっ-
さっゃ., ゅぇい, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 13 しけす., せつ-お 
てうさけおうえ, せょけぉっく ょかは しすさけうすっかぬしすゃぇ, 
せかうちぇ ぇしそぇかぬすうさけゃぇくぇ. 『. 3000 す.さ.
• せか. 【おけかぬくうおけゃ, 35 き2, ゅぇい, ゃけょぇ 
ゃ ょけきっ, 12 しけす. ゃ しけぉしす. 『. 1800 す.さ.
╉けすすっょあう
• せか. ‶うけくっさしおぇは (ゅけすけゃくけしすぬ 80%), 
S – 500 き2, こけょゃぇか, ゅぇい, ゃけょぇ, ねかっお-
すさうつっしすゃけ 380 ╁, ゃにゅさっぉくぇは はきぇ.
》けい. ぉかけお: S – 150 き2, すっこかにえ ゅぇ-
さぇあ 4た6, ぉかぇゅけせしすさけっくくぇは ゅけしすっゃぇは 
おゃぇさすうさぇ (ゅけすけゃぇは お こさけあうゃぇくうの), 
ぉぇくは, 13,8 しけすけお ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 
『. 18000 す.さ.
• せか. ╃けぉさけかのぉけゃぇ, おうさこうつ, 3 ねすぇあぇ 
+ ちけおけかぬ, 260 き2, 2 しぇくせいかぇ, すっこかにっ 
こけかに, いうきくうえ しぇょ, ぉぇくは 4た5, ゅぇさぇあ 
くぇ 2 ぇゃすけ, 11 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かぇくょ-
てぇそすくにえ ょういぇえく, しゃけは ねかっおすさけしすぇく-
ちうは. 『. 12500 す.さ.
]ぇょに
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, お/し わ3, ょけき てかぇ-
おけいぇかうゃくけえ, ぉっい ゃくせすさ. けすょっかおう, 40 
き2, 4 しけす. いっきかう. 『. 250 す.さ.
〉つぇしすおう
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, 
ょっさ. ょけき 24 き2, けすけこか. こっつくけっ, ねか-
ゃけ, しおゃぇあうくぇ, 15,4 しけす. ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすう. 『. 1500 す.さ. 〈けさゅ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, こっさ. ╉けさけすおうえ, 15 
しけす. いっきかう. 『. 600 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 8 しけす. いっきかう. 『. 750 す.さ.
• さ-く ╊っしけいぇゃけょしおけえ, せか. 】けさしぇ, 6 
しけす. いっきかう. 『. 1500 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╆ぇさっつくぇは, 12 しけ-
すけお ゃ しけぉしす. 『. 900 す.さ.
• せか. ╆うきくはは, くっょけしすさけえ, S – 9た15 
き2, ちけお. ねす., こっさっおさにす こかうすぇきう, 10,5 
しけす. ゃ しけぉ-すう, おけききせくうお. こけ せかうちっ. 
『. 2900 す.さ. ╇かう きっくはの.
′っあうかにっ こけきっとっくうは
• 〈せさぉぇいぇ "╉せさぬう", ゅ. ]せたけえ ╊けゅ, 110 
おき けす ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, 18 しけす. いっき., 
3 ゅぇ ゃ ぇさっくょっ, 2 おけさこせしぇ こけ 70 き2, 
VIP-ょけき し おぇきうくけき, ぉぇくは, ぉっしっょおぇ 
くぇ 20 つっかけゃっお. 『. 4100 す.さ.
• ╀╋╃╉, 300 き2, うかう しょぇき ゃ ぇさっくょせ. 
(150 させぉ. いぇ 1 き2).

]さけつくにえ ゃにおせこ 1-, 2-おけきく. おゃ., 
ぉにしすさにえ さぇしつっす. 

〈っか. 8-902-26-24-408.

╉〉‶╊ぃ
• 1-おけきく. おゃ. うかう こさっょかけあせ けぉきっく.
• 2-おけきく. おゃ., ]けゃ. きおさく, ′╀‶.
• 3-おけきく. おゃ., ]けゃ. きおさく, ちっくすさ.
‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 12, 5/5, 34/15/8. 『. 
1630 す.さ.

せか. ┿くせつうくぇ, ょけき 2 
すっか. 4-12-36,

89049894877, 89506565476, 
89222123024, 89533861537

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «『╄′〈[»
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 6ぇ,
けそうし 3.

〈っか. 4-91-29,
8-912-29-64-607

ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,

╁しっ ゃうょに せしかせゅ こけ くっょゃうあうきけ-
しすう: おせこかは, こさけょぇあぇ, けぉきっく,
 ぉっしこかぇすくにっ おけくしせかぬすぇちうう, 

せしかせゅう くっいぇゃうしうきけゅけ けちっくとうおぇ.

3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 【うかけゃしおぇは, 17, 1/5, 60/42/6. 『. 
2300 す.さ.
• せか. ╉けしにた, 6,  1/5, 52/38/6. 『. 2100 す.さ.
• せか. ╊っくうくぇ, 46, 2/3, 64/43/6,5, し 
さっきけくすけき. 『. 2700 す.さ. ¨ぉきっく くぇ 
1-おけきく. おゃ.
╃けきぇ
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╊っくうくぇ, ょっさ., 
59 き2, 3 おけきく., おせたくは (ゅぇい, ゃけょぇ, 
けすけこか.). 『. 2100 す.さ. ╇かう さぇししきけすさの 
けぉきっく くぇ 3-おけきく. おゃ. し くぇてっえ ょけ-
こかぇすけえ.
• せか. ╋っぉっかぬとうおけゃ, て./いぇか., 68 き2, 
3 おけきく., おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, けすけこか., 
ぉぇくは, せつ-お 6,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 『. 3100 
す.さ. ╇かう さぇししきけすさの けぉきっく.
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, ぉさせし, 80 き2, 3 おけき-
くぇすに, おせたくは, ぉぇくは,  せつ-お 13 しけす. ゃ 
しけぉしすゃっく. 『. 3600 す.さ.
╉けすすっょあう
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, こ./ぉか., けぉかうちけ-
ゃぇく おうさこうつけき, 140 き2, ぉぇくは, きぇしすっさ-
しおぇは.  〉つ-お 10 しけす. ゃ しけぉしすゃっく. 
『. 7 きかく. させぉ. 〈けさゅ. ¨ぉきっく.
• せか. 《ういおせかぬすせさくうおけゃ, 175 き2, せつ-お 
8 しけす. ゃ しけぉ. 『. 5800 す.さ. 〈けさゅ. [ぇし-
しきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ.
•  せか. ╆っきかはくうつくぇは, おうさこうつ, 3 ねす., S – 
600 き2, せつ-お 15 しけす., ぉぇくは, ゅぇさぇあ. 
『. 16 きかく. させぉ. 〈けさゅ.
]ぇょに
• 44 おゃぇさす., わ 31, 8,5 しけす., おうさこ. 
ょけき 30 き2, くけゃぇは ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, 
ょゃっ すっこかうちに. 『. 1300 す.さ.
• こ. 【うかけゃおぇ, 5,5 しけす., かっすくうえ ょけ-
きうお,  ぉさっゃ. ぉぇくは, すっこかうちぇ. [はょけき 
きっしすけ ょかは おせこぇくうは. 『. 800 す.さ.
╂ぇさぇあう
• ′╀‶, 18 き2, 3た6.
• こ. ╉うさけゃしおうえ, 20 き2, けゃけとく. はきぇ.
• こ. ╉うさけゃしおうえ, 6た4, こかうすに, けゃけと. 
はきぇ, ねか-ゃけ. 『. 70 す.さ. 〈っか. 8-912-22-
19-767.
′っょけしすさけえ
• せか. ‶っしけつくぇは, 240 き2, こっくけぉかけお/
おうさこうつ, せつ-お 9 しけす. 『. 4500 す.さ.

2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 1, 72/48/10, 3/5, 
しこっち. こさけっおす, ねさおっさ くぇ 3 けおくぇ, ぉぇか-
おけく 10 き. 『. 2700 す.さ. 〈っか. 8-912-
64-98-029.
• こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]すさけうすっかっえ, 4, 2/2, 
おうさこうつ, 48/33/6, ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 
『. 1150 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 4, 1/5, せ/こ, こ/
かけょあうは, 49/30/8,5. 『. 2000 す.さ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ]ゃけぉけょに, 5, ょっさっゃ., 
ぉかぇゅけせしすさけっくくにえ, 1/2, 41/24/7, しけしすけ-
はくうっ たけさけてっっ. 『. 800 す.さ. 〈っか. 8-902-
27-83-703. 
• こ. ╋けくっすくにえ, こ. ╋けかけょっあくにえ, 40 
き2, ょっさっゃけ, せか. ‶けつすけゃぇは, 2, 2/2, こっつ. 
けすけこか. 『. 380 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 5, 1/5, おうさこうつ, 
45/30/6, おけきく. ういけか., しけしす. けすか., しすっおかけ-
こぇお., し/せ しけゃきっと., ぉっい ぉぇかおけくぇ, つ/こ. 『. 
2000 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703. 
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こけし. ╀せかぇくぇて, 75/48/11, こ/き, ょけき 
おぇきっくくにえ, 1/2. 『. 750 す.さ. 〈っか. 8-953-
00-35-491.
• こ. ╋けくっすくにえ, こ. ╋けかけょっあくにえ, せか. 
‶けつすけゃぇは, 2, 51 き2, 1/2, ょっさっゃけ, こっつ. 
けすけこか. 『. 480 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
╃けきぇ
• こっさ. ┿ゃうぇちうけくくにえ, 2 ゃたけょぇ, 3 
おけきくぇすに, 2 おせたくう, 2 しぇくせいかぇ, せつ-お 
12 しけす., ぉぇくは, ゅぇさぇあ, くぇょゃけさくにっ こけ-
しすさけえおう. 『. 4500 す.さ. ╁けいきけあっく けぉ-
きっく くぇ 2-おけきく. おゃ. し ょけこかぇすけえ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
• こ. ╊っしけいぇゃけょしおけえ, せか. ╋っぉっかぬとう-
おけゃ, ょっさっゃ., 3 おけきくぇすに + おせたくは, ぉ/せ, 
ぉぇくは, 6,7 しけすおう ゃ しけぉしすゃ. さぇいさぇぉけすぇ-
くに, こさうしすさけえ こけょ おさにてっえ う こ/ぉ ぉっい 
ゃくせすさ. けすょっかおう, 30 き2. 『. 3100 す.さ. 
〈っか. 8-953-00-35-491.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っしくぇは, ょっさっゃ., 
22 き2, 18,5 しけす. 『. 1250 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• ゅ. ╀けゅょぇくけゃうつ, せか. ╉さぇしくけぇさきっえ-
しおぇは, てかぇおけぉかけお, ぉかぇゅけせしすさ., 3 おけき-
くぇすに + おせたくは, こけすけかおう 3 き, 12 しけす., 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ. 『. 2 きかく.さ. [ぇししきけすさうき 
ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ. 〈けさゅ せきっしすっく. 
〈っか. 8-953-00-35-491.
• せか. ′っおさぇしけゃぇ, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 3 
おけきく. + おせたくは, ゃにしけおうっ こけすけかおう, ゅぇい, 
ゃけょぇ, せょけぉしすゃぇ ゃ ょけきっ, しかうゃ. 〉つぇしすけお 
6 しけす. 『. 2300 す.さ. 〈けさゅ, ゃけいきけあっく 
けぉきっく. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, ょっさっゃ., 60 き2, 3 
おけき. + おせたくは, ゃけょぇ う ゅぇい ゃ ょけきっ, 20 
しけす. 『. 3150 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-
399, 8-912-64-98-029.
• 1/2 ょけきぇ, せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 1 お. + 
おせたくは, ょっさっゃ., くけゃにっ ぉぇくは う ゅぇさぇあ, 
ゃけょぇ ゃ ょけきっ, ゅぇい くぇ せかうちっ, 8 しけす. 
『. 1300 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• 1/2 ょけきぇ, こ. ╉かのつっゃしお, せか. 8 ╋ぇさすぇ, 
16 しけす., 30 き2, ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ. 『. 750 
す.さ. 〈っか. 8-953-00-35-491.
• 1/2 ょけきぇ, こ. ╋けくっすくにえ, せか. [せょくうつ-
くぇは, ょっさっゃ., 86 ゅ. こけしすさけえおう, 2 ねすぇあ 
くっょけしすさ., こっつく. けすけこか., しおゃぇあうくぇ, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ゅぇい くぇ せかうちっ, 15 しけす., 
7 ゃ しけぉしすゃ. 『. 950 す.さ. 〈っか. 8-902-
27-83-703.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, ょっ-
さっゃはく., けぉかけあっく おうさこ., 1 ねすぇあ 100 
き2, 2 ねすぇあ, ょっさっゃ. 60 き2, ぉかぇゅけせしすさけ-
っく., ゅぇい ゃ 2010 ゅ., ゅけしすっゃけえ ょけきうお, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ くぇ 2 きぇてうくに, 15 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 4200 す.さ. ╁けいきけあっく けぉ-
きっく. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ]すさけうすっかっえ, ょっさっゃ., 50 き2, 2 
おけきく. + おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, し/せ しけ-
ゃきっと., しすっおかけこぇお., 7 しけす., ぉぇくは, くぇょ-
ゃけさ. こけしすさけえおう. 『. 2550 す.さ. ‶さけょぇき 
うかう けぉきっく. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• せか. 【ぇたすっさけゃ, ぉかぇゅ., くけゃにえ, ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ., 6 しけす., ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ 
ょけき し きっくぬて. こかけとぇょぬの. 
『. 2550 す.さ. 〈っか. 8-953-00-35-491.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ′ぇせきけゃぇ, 2-ねすぇあ., 
1 ねす. おうさこうつ 20 き2 + ゃっさぇくょぇ, 2 ねす. ょっ-
さっゃ. 20 き2, こっつく. けすけこか., 12 しけす., ぉぇくは, 
ゃしっ こけしすさけえおう くけゃにっ. 
『. 1200 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
╉けすすっょあう
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 93/62/9, おうさこうつ, 
4 おけきくぇすに う おせたくは, すっこかにえ こけょ-
ゃぇか こけょ ゃしっき ょけきけき し けすょ. ゃたけょけき, 
ぉけかぬてけえ ゅぇさぇあ, こさけしすけさくにえ ょゃけさ し 
ょゃせきは ゃけさけすぇきう, せつ-お 11 しけす., そせく-
ょぇきっくす こけょ ぉぇくの. 『. 6500 す.さ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
• こっさ. ┿ゃうぇちうけくくにえ, 140 き2, 2 ねすぇあぇ, 
ぉかけお けすょ. けゅくっせこけさく. おうさこ., こけかくけ-
しすぬの ぉかぇゅけせしすさけっく う ゅけすけゃ お こさけあうゃぇ-
くうの, 13 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ぉぇくは, すっこかうちぇ. 
『. 6700 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, ぉかけお, 180 き2, 
2 ねすぇあぇ, ぉかぇゅけせしすさ., 10 しけす., ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ., ゅけすけゃ お こさけあうゃぇくうの. 『けおけかぬ 
こけょ ゃしっき ょけきけき.
『. 6500 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.

• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, ぉかけお, 2 ねすぇあぇ, 110 
き2, ぉかぇゅ., ぉぇくは, 6 しけす., ゃしっ ゃ しけぉしすゃ., 
かぇくょてぇそす. ょうい., ゅけすけゃ お こさけあうゃぇくうの. 
『. 6000 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
]ぇょに
• こ. ╋けくっすくにえ, お/し わ17, しぇょ. せつぇ-
しすけお, 2,5 しけすおう, さぇいさぇぉけすぇく, っしすぬ 
すっこかうちぇ う しぇさぇえ. 『. 70 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• しぇょ "』っさっきてぇくおぇ", 12 しけすけお, ょけき 
ぉさせし. いうきくうえ, せつぇしすけお さぇいさぇぉけすぇく, 
くぇ せつぇしすおっ ぉぇししっえく う こぇさくうおう, さは-
ょけき かっし. 『. 850 す.さ. 〈っか. 8-912-64-
98-029.
• 44 おゃぇさすぇか, しぇょ こかけょけくけしはとうえ, 
5,7 しけすけお, せ ゃけょに, ょけさけゅぇ たけさけてぇは. 
『. 550 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.  
• さ-く 【ゃっえくけえ そぇぉさうおう, おけか. しぇょ 
ゃ ゅけさけょしお. つっさすっ, 4,7 しけす. [ぇいさぇ-
ぉけすぇくくにえ, こかけょけくけしはとうえ, ぉぇくは, 
おけきく. けすょにたぇ し ぉぇかおけくけき, ぉっしっょおぇ, 
すっこかうちぇ, ゃけょぇ, しゃっす, けすょ. ゃたけょ, くぇ-
おけこうす. っきおけしすぬ ょかは こけかうゃぇ. 『. 500 
す.さ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• こ. ╉っょさけゃおぇ, お/し わ62, ょけき かっすくうえ, 
2 ねすぇあぇ, 10 しけす., さぇいさぇぉけすぇく, ゃけょぇ, 
ねか-ゃけ, ゃけょけっき う かっし くぇ ゅさぇくうちっ せつ-
おぇ. 『. 500 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• こ. 【うかけゃおぇ, お/し わ89 "′うゃぇ", 
ょっさっゃ. 2-ねす. ょけき, ぉぇくは, しおゃぇあう-
くぇ, ゃけいきけあくけしすぬ こさけこうしおう, こっさ-
しこっおすうゃぇ ゅぇいぇ, 6 しけす., さはょけき かっし, 
ゃけょけっき. 『. 950 す.さ. 〈っか. 8-902-27-
83-703.
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, お/し わ10, せ-お せゅけか 
〈せこうおけゃけえ, ょけきうお し こっつくにき けすけこかっ-
くうっき, いっきかは さぇいさぇぉけすぇくぇ. 『. 600 す.さ. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
〉つぇしすおう
• こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 
ぉかうあっ お かっしせ, 10 しけす., そせくょぇきっくす, 
しおゃぇあうくぇ. 『. 1100 す.さ. うかう けぉきっく 
くぇ  おゃぇさすうさせ ゃ こけし. ╋けくっすくにえ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ]けかくっつくぇは, 
10 しけす. 『. 2000 す.さ. 〈っか. 8-902-26-24-
408.
• 44 おゃぇさすぇか, ねかうす. しぇょ. せつぇしすけお, あう-
ゃけこうしくけっ きっしすけ, 10 しけす. 『. 700 す.さ. 
〈けさゅ. 〈っか. 8-953-00-35-491.
• こ. ╊っしけいぇゃけょしおけえ, せか. ╃させあうくくう-
おけゃ, 17,8 しけす., そせくょぇきっくす, ゃしっ おけき-
きせくうおぇちうう. 『. 1700 す.さ. ╇かう けぉきっく 
くぇ 2-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-953-00-35-491.  
〈けさゅ.
• こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, こけし. ╊っしけいぇゃけょ-
しおけえ, せか. ╉させこしおけえ, 6 しけす., ゃしっ おけききせ-
くうおぇちうう. 『. 1100 す.さ.  〈っか. 8-922-13-
18-399.
╂ぇさぇあう
• せか. ]すさけうすっかっえ, ゃ さ-くっ さにくおぇ. 〈っか. 
8-902-26-24-408.
• ぉけおし いぇ すせぉょうしこぇくしっさけき, おぇこう-
すぇかぬくにえ, 29 き2, ねか-ゃけ. 『. 350 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-24-408.
• 2 ゅぇさぇあく. ぉけおしぇ, こけ 30 き2 おぇあょにえ, 
ゃにしけおうっ, けゃけとく. はきに, うい ぉっすけくぇ, 2 
ゃなっいょぇ, しゃっす. 『.: 180 す.さ. う 240 す.さ. 
〈っか. 8-912-64-98-029.

¨ちっくおぇ くっょゃうあうきけしすう, 
ゅけすけゃくけしすぬ 1 ょっくぬ. 

〈っか. 8-912-26-70-758.

′¨╁¨]〈[¨╈╉╇
せか. ]こけさすうゃくぇは, 8
2-おけきく. おゃ., 55/28/10, おうさこ., 6/9, 
かけょあ. 『. 1980 す.さ.

3-おけきく. おゃ., 73/44/12, おうさこ., 9/9, 
かけょあ. 『. 2629 す.さ.

〉か. ]けかくっつくぇは
′けゃにえ ょけき うい ぉさせしぇ, 231 き2, 
ちけおけかぬくにえ ねすぇあ こっさっおさにす  
こかうすぇきう 100 き2, ゃにしけすぇ こけょ-
ゃぇかぇ 3,5 き, ゅぇい, ゃけょぇ, けおくぇ 
こかぇしすうお+ょっさっゃけ, こけか いぇかうゃくけえ, 
ね/ね-380╁, おさにてぇ きっすぇかかけこさけ-
そうかぬ, 18 しけす. いっきかう, ぉぇくは. ╁しっ 
ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 
『. 4900 す.さ. ╁¨╆╋¨╅′┿ 
[┿]][¨』╉┿, ¨╀╋╄′. 
][¨』′¨!
〈っか. 8-912-26-70-758.
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〉つ-お こけょ こさけき. けぉなっおす, 4,7 ゅぇ, 
こ. ╊っくうくしおうえ, ゃけいきけあっく こけょゃけょ 
あ/ょ こせすっえ. 8-912-26-70-758.

┿ゅっくすしすゃけ くっょゃうあうきけしすう 

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 1 
すっか. 4-11-45, 3-48-95

ÎÎÎ ”ÊÎÌÔÎÐÒ”

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

]けこさけゃけあょっくうっ しょっかけお, 
しけしすぇゃかっくうっ ょけゅけゃけさけゃ 

かのぉけえ しかけあくけしすう.
¨そけさきかっくうっ ゃ しけぉしすゃ. いっき. 

せつ-おけゃ. ¨ぉきっく, こけおせこおぇ, こさけょぇあぇ 
くっょゃうあうきけしすう, こさうゃぇすういぇちうは, しけ-
ゅかぇしけゃぇくうっ こっさっこかぇくうさけゃけお, しけ-
こさけゃけあょっくうっ しょっかけお.

╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-おけきく. おゃぇさすうさせ, ょけき.
‶[¨╃┿╋ ╇╊╇ ╋╄′ぅぃ
╉けきくぇすに
• せか. ╊ぇゅっさくぇは, 10, 1/2, 16 き2. 『. 630 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 4, 5/5, おうさこうつ. 『. 
1500 す.さ.
• ╀けかぬくうつくにえ ゅけさけょけお, 1/2. 『. 1250 す.さ. 
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ]すさけうすっかっえ, 7,  2/5, おけきく. 
しきっあ. ╇かう きっくはの くぇ 3-おけきく. おゃ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 【うかけゃしおぇは, 20, 1/5, 62/46/6. 『. 
2300 す.さ.
╉けすすっょあう
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, 261 き2, 11 しけす. いっき-
かう ゃ しけぉしす., さぇししきけすさうき ゃぇさうぇくす 
けぉきっくぇ.
]ぇょに
• 44 おゃぇさすぇか, 4,7 しけす., ょっさっゃ. ょけきうお. 
『. 650 す.さ.

¨¨¨ «RESPEKT»
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16
(ゃたけょ つ/い きぇゅぇいうく «〉のすくにえ ょけき»).

〈っか. 4-90-01,  8-908-92-71-559
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠



• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╀っさっゅけゃぇは, 2-ねすぇあ. 
ょけき, ぉかけお + ぉさせし, 150 き2, しおゃぇあうくぇ, 
こぇさけゃけっ けすけこかっくうっ, ょせて. おぇぉ., すせ-
ぇかっす, 7 しけす. いっきかう ゃ しけぉしす., かにあくは 
さはょけき, しけしくに, つうしすにえ ゃけいょせた. 『. 4500 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ.
• せか. ]すさけうすっかっえ, ぉさっゃ., 4 おけきくぇすに, 
おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ ゃ ょけきっ, ぉぇくは, 6 しけす. 
いっきかう ゃ しけぉしすゃ., しけしす. たけさけてっっ. 『. 
2400 す.さ.
• せか. ╁ぇさかぇおけゃぇ, ょっさっゃはく., ゅぇい ゃ 
ょけきっ, ゃけょぇ こけ せかうちっ, 10 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 2200 す.さ. ╁けいきけあっく けぉ-
きっく くぇ 2-おけきく. おゃ.
• せか. ]ゃけぉけょに, 40 き2, ぉさっゃっくつ., ゅぇい, 
ゃけょぇ, 2 おけきくぇすに, おせたくは, ぉぇくは, 10 しけ-
すけお いっきかう ゃ しけぉしすゃ., てうさけおぇは せかうちぇ, 
こけ せかうちっ – ちっくすさぇか. おぇくぇか., せつぇしすけお 
おゃぇょさぇすくにえ, こっさっょ ょけきけき ぉけかぬてぇは 
こけかはくぇ. 『. 2300 す.さ. ╇かう こけきっくはの くぇ 
1-, 2-おけきく. おゃ-させ.
• せか. 《せさきぇくけゃぇ, ぉさっゃ., 30 き2, 1 おけきく. 
+ おせたくは; ゅぇい, ゃけょぇ, ちっくすさ. おぇくぇか. さは-
ょけき, 10 しけすけお いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 
『. 1700 す.さ. ╇かう こけきっくはの くぇ おゃぇさすう-
させ. [ぇししきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに. 
• つぇしすぬ ょけきぇ, せか. ╉けききせくに, 2 ねすぇあぇ, 
6 しけす. いっきかう, こっつ. けすけこかっくうっ, かっすく. 
ゃけょけこさけゃけょ. 『. 1200 す.さ.
• せか. 】けさしぇ, 70 き2, 3 おけきく. + おせたくは, 
ゅぇい, ゃけょぇ, すせぇかっす, ょせて. おぇぉうくぇ, ぉぇくは, 
ゅぇさぇあ, しすっおかけこぇおっすに, きっすぇかかけつっさっこ. 
おさにてぇ,  しけしす. たけさけて. 『. 2500 す.さ. 
• つぇしすぬ ょけきぇ, せか. ╉けききせくに, ゅぇい, ゃけょぇ, 
2 おけきく., おせたくは, 6 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 
『. 1500 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. 
し ょけこかぇすけえ.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 
57 き2, 3 おけきく. + おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ぉぇくは, 9 しけす. いっきかう. 『. 2400 す.さ.
• せか. ‶うけくっさしおぇは, 3 おけきくぇすに, おせたくは, 
こけょゃぇか, すせぇかっす, ゃぇくくぇ ゃ ょけきっ, ぉぇくは, 
ゅぇさぇあ, ぉけかぬてけえ ょゃけさ, てうさけおぇは せかうちぇ, 
7 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃっく. 『. 2300 す.さ.
]ぇょに
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 4 しけす. いっきかう, 
ょけきうお, ゃけょぇ, ねか-ゃけ. 『. 750 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, 2-ねすぇあ. ょけき, こっつくけっ 
けすけこかっくうっ, せつぇしすけお くぇ ゃけいゃにてっく-
くけしすう, ゃけいかっ さっおう. ぁか-ゃけ, しおゃぇあうくぇ, 
さぇいさぇぉけすぇく, すっこかうちぇ, 4,5 しけす. いっきかう 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 800 す.さ.
╂ぇさぇあう
• ゅぇさぇあくにえ ぉけおし, 20 き2, せか. ┿くせつうくぇ, 
ねかっおすさ-ゃけ, けゃけとくぇは はきぇ. 『. 270 す.さ.
• ゅぇさぇあ ゃ さぇえけくっ すせぉょうしこぇくしっさぇ. 
『. 400 す.さ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╋┿[〈»
せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 2ょ, けそ. 28.

〈っか. 8-912-208-70-34,
4-29-02

]╃┿╋
• 1-おけきく. おゃ., せ/こ, こ. ]けゃっすしおうえ.
╋╄′ぅぃ
• 3-おけきく. おゃ. くぇ 2-おけきく. おゃ.
╉〉‶╊ぃ
• おけきくぇすせ こけ せか. ╋うさぇ, 1, 3.
• おけきくぇすせ ゃ 2-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ 
きおさく.
• 1-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ きおさく.
• 1-おけきく. おゃ., ′╀‶, "たさせと.".
• 1-, 2-おけきく. おゃ, ′╀‶ うかう こ. ]けゃっすしおうえ.
• 2-おけきく. おゃ., "ぉさっあ.", ゃ たけさ. しけしす., ょけ 
5 ねすぇあぇ, ′╀‶.
• 2-おけきく. おゃ.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• おけきくぇすせ, せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 42, 
12 き2, 4/5, おうさこうつ. 『. 520 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 28, 2/2, おうさこ., 39 
き2, ゅぇい, ゃけょぇ, しぇくせいっか しけゃきっと., しけしす. 
たけさ. 『. 1260 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 20, し/こ, 67/40/10, おけきく. 
ういけか., 2 ねすぇあ, し/せ しけゃきっと., っゃさけさっ-
きけくす, けたさぇくはっきにえ ょゃけさ, こぇさおけゃおぇ. 
『. 3050 す.さ.
• ′╀‶, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 4┿, 
1/5, せ/こ, おうさこ., 53/32/10, おけきくぇすに 
ういけかうさ., くぇ さぇいくにっ しすけさけくに, っゃさけさっ-
きけくす (くぇすはあくにっ こけすけかおう, かぇきうくぇす, ゃ 
しぇくせいかっ おぇそっかぬ), けたさぇくぇ. 『. 2560 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ]. ‶っさけゃしおけえ, 
115, 5/9, こぇく., おけきくぇすに ういけかうさ. 『. 
2500 す.さ.
• ′╀‶, せか. 』ぇこぇっゃぇ, 15, 5/5, こぇくっかぬ, 
66/39/12, ぉぇかおけく.
• ′╀‶, せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15┿, 4 ねすぇあ, 
60/40/6, おうさこうつ, ゃけいきけあっく けぉきっく 
くぇ 1-おけきく. おゃ. うかう 2-おけきく. おゃ. [ぇし-
しきけすさの ゃぇさうぇくすに.
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 14, 2/5, こぇくっかぬ, っゃ-
さけさっきけくす, 62/40/9. 『. 2770 す.さ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╊っけくすぬっゃぇ, 
23┿, 2/3, おうさこうつ, しこっち. こさけっおす, 66 き2, 
ぉぇかおけく, せょぇつくぇは こかぇくうさけゃおぇ, っしすぬ いぇ-
おさにすにえ ょゃけさ, こぇさおけゃおぇ. 『. 2370 す.さ.
• ′╀‶, せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 11, 66/41/9, 
2/5, こぇく., おけきくぇすに ういけかうさ., こさけしすけさ-
くにえ おけさうょけさ, しぇくせいっか さぇいょっか., ぉけかぬ-
てぇは おせたくは, かけょあうは 6 き. 『. 2600 す.さ. 
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 2, 2/5, こぇく., 
62/45/6,5, ゅぇい. おけかけくおぇ. 『. 2200 す.さ.
• ゅ. ′っゃぬはくしお, せか. ╊っくうくぇ, 21, 2/5, 
おうさこ., 70/50/10, ぇゃすけくけきくけっ ゅぇいけゃけっ 
けすけこかっくうっ, しけしす. たけさ. 『. 1850 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 5, せ/こ, 5/5, 
60/40/8, かけょあうは 6 き, しけしす. たけさ.
『. 2450 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 2-おけきく. 
おゃ., さぇししきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, し/こ, ょゃせたせさけゃくっ-
ゃぇは, 2-3 ねすぇあう, 116,5/51/14, 2 ぉけかぬ-
てうっ かけょあうう, 2 しぇくせいかぇ (ゃぇくくぇ う ょせ-
てっゃぇは おぇぉうくぇ). 『. 4300 す.さ.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, 2/9, 76/9, かけょ-
あうは 6 き, し/せ さぇいょ., おけきく. ういけかうさ., しすっ-
おかけこぇお., しっえそ-ょゃっさう, しうゅく., たけさ. しけしす. 
『. 3000 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ.
╃けきぇ
• こ. ╇いけこかうす, こっさ. ╉さにきしおうえ, 40 き2, 
2 おけきく. + おせたくは, ぉさっゃっく., こさうしすさけえ 
てかぇおけぉっすけく, こぇさ. けすけこかっくうっ, おけかけ-
ょっち ゃけ ょゃけさっ, 6,5 しけす. ゃ しけぉしすゃっく. 『. 
2150 す.さ. ╇かう さぇししきけすさの ゃぇさうぇくすに 
けぉきっくぇ くぇ おゃぇさすうさせ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

«╀ぃ[¨
]¨╂╊┿]¨╁┿′╇╈» 

せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3.
〈っか. 4-55-10 

╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ., ゃっすたうえ ょけき うかう せつぇ-
しすけお.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, 
18 き2, 2/5, ぉぇかおけく. 『. 850 す.さ.
• ゃ 5-おけきく. おゃ., ′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 
6┿, 18 き2, ょせて, くっょけさけゅけ. 『. 680 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こ. ╊けしうくおぇ, 3/5. 『. 780 す.さ. ][¨』′ .̈
• こ. ╉っょさけゃおぇ. 『 1200 す.さ.
• こけし. ╀╆]╉-10, こぇくっかぬ, 16 き2, こ/ぉ. 
『. 650 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 22, 
5/5. 『. 800 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こけし. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 1/2, おうさこ., 
こけしかっ おぇこ. さっきけくすぇ, 39 き2, ょせて. 『. 
1400 す.さ.
• こ. ╊けしうくにえ, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 
2/2, おうさこ. 『. 880 す.さ.
• せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 48, 2/4. 
『. 1500 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 
おうさこうつ., 2/4. 『. 1230 す.さ.

]╃┿╋
• こけきっとっくうっ こけょ けそうし, せか. ╉さ. ╂っさけ-
っゃ, 2╃, 3 ねす., 35 き2, 300 さ./き2, すっかっ-
そけく, うくすっさくっす. 〈っか. 8-922-17-99-
230.
╋╄′ぅぃ
• ょけき, せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, くぇ 2-おけきく. おゃ. 
(こっさしこっおすうゃぇ しくけしぇ). 〈っか. 8-902-26-
02-030.
‶[¨╃┿╋
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3, おうさこうつ, 3/5, 
60/38/7,6, しけしす. たけさけてっっ. 『. 2450 
す.さ. 〈っか. 8-922-17-99-230.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/4, こぇくっかぬ, 9/9, 
64/44/7, しけしす. くけさき. 『. 2350 す.さ. 
〈けさゅ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
╃けきぇ/おけすすっょあう 
• ょけき, せか. ╁ぇえくっさぇ, 63 き2, 4 おけき-
くぇすに, おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, ゃにゅさっぉ. 『. 
2800 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• ょけき, ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ (こ. ╉ぇかうくけゃ-
おぇ), せか. ]けょさせあっしすゃぇ, 45 き2, 6 しけす. 
いっきかう, しけしす. くけさき. 『. 2500 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-030.
• ょけき, せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 46 き2, 16 しけす. 
ゃ しけぉしす., ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは. 
『. 2800 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• せか. ╉っょさけゃぇは, 170 き2, ゃ すけき つうしかっ 
こけょゃぇか 80 き2, 1 ねすぇあ あうかけえ, ゃけょぇ, 
ねか-ゃけ, 11 しけす. 『. 3900 す.さ. ╇かう けぉ-
きっく くぇ 1-おけきく. おゃ. ゃ くけゃけしすさけえおっ, し 
ょけこかぇすけえ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• こ. ╉かのつっゃしお, せか. ╀けかぬくうつくぇは, こぇく./
ょっさっゃけ, 1 ねすぇあ + きぇくしぇさょぇ, 120 き2, 
ゃけょぇ, ねか-ゃけ, ゃにゅさっぉ, 18 しけす., さはょけき 
かっし, ゃけょけっき. 『. 1800 す.さ. 〈けさゅ. 
〈っか. 8-922-17-99-230.
〉つぇしすおう
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 12 しけす., しけぉしすゃっく-
くけしすぬ, けたさぇくはっきぇは すっささうすけさうは, 
ょけさけゅぇ, ねかっおすさうつっしすゃけ, ゅぇい, そせくょぇ-
きっくす, 12た12, くぇ ゃにしけおけき きっしすっ. 『. 
1300 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• こ. ╋けくっすくにえ, 15 しけす. ゃ しけぉしす., 
ゃけょぇ, ゅぇい, おぇくぇかういぇちうは こけ せかうちっ. 『. 
950 す.さ. 〈っか. 8-922-17-99-230. 
╂ぇさぇあう
• せつぇしすけお わ 11, おぇこうすぇかぬくにえ, 
27 き2, はきに しきけすさけゃぇは う けゃけとくぇは. 『. 
110 す.さ. 〈っか. 8-922-19-44-752.

3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, 3/9, 62/38/8. ╇かう 
けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 3, 5/5, せ/こ, 
64/40/8, ておぇそ-おせこっ, しっえそ-ょゃっさぬ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/3, 1/9, たけさ. さっ-
きけくす. 『. 2400 す.さ.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, ういけかうさ., 63 き2. 
『. 2200 す.さ.
• せか. ╉けしにた, 8, 1/5, 60/39/6, "ぉさっあ.". 
『. 1900 す.さ. ╁けいきけあくぇ うこけすっおぇ, 
かうぉけ けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. ゃ ]けゃっす-
しおけき + ょけこかぇすぇ.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せておうくぇ, ょっさっゃ. 
1/2. 『. 850 す.さ.
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 21, 54/36/6, 
おうさこ. 『. 2100 す.さ.
• ′╀‶, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
3/6, せ/こ, ]‶, おうさこ., 101,3/57,4/15, 2 
かけょあ.
╃けきぇ
• 1/2 ょけきぇ, せか. ]すさけうすっかっえ, ょっさっゃ., 
48 き2, 3 しけす. いっきかう. 『. 1350 す.さ.
• 1/2 ょけきぇ, こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╉ぇえ-
ゅけさけょけゃぇ, ょっさっゃはく., けぉかけあっく こっくけ-
ぉかけおけき, 40 き2, ぉぇくは, 5 しけす. いっきかう. 
『. 1100 す.さ.
• ′╀‶, せか. ┿さきぇすせさとうおけゃ, 54 き2, ゅぇい, 
ゃけょぇ, 6 しけす.
• 1/2 ょけきぇ, こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]けしくけ-
ゃぇは, 6 しけす. ゃ しけぉしすゃっく., くぇ おけくちっ せつ-
おぇ かっし. 『. 1400 す.さ.
• 1/2 ょけきぇ, こけし. ╋けくっすくにえ, 35 き2, 12 
しけす., ょっさ. ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, ゅぇい. 
『. 1200 す.さ.
• せか. ╉うさけゃぇ, ょっさっゃはくくにえ, ぉぇくは, 
ゅぇい. 『. 2300 す.さ.
• こけし. ╉かのつっゃしお, 16 しけす. いっきかう, 
しおゃぇあうくぇ, かっし. 『. 1200 す.さ.
• せか. ╉ぇさかぇ ╋ぇさおしぇ, 8,5 しけす. ‶さけょぇき 
うかう けぉきっくはの くぇ おゃぇさすうさせ. [ぇししきけすさの 
ゃしっ ゃぇさうぇくすに.
╉けすすっょあう
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 240 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, 10 
しけす. 『. 6000 す.さ.
• ゅ. ‶っさゃけせさぇかぬしお, せか. ╂けさくぇは, きぇく-
しぇさょ., ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇか., おさにす. ょゃけさ, 
ぉぇくは, 6 しけす. 『. 2500 す.さ. ╇かう けぉきっく.
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, こっさ. 7-え ]っゃっさくにえ, 
くっょけしすさけえ, 220 き2, おうさこうつ, 8 しけす. 
いっきかう, しけぉしすゃっくくけしすぬ. 『. 4500 す.さ.
]ぇょに
• こ. ╊けしうくおぇ, 3 しけす. いっきかう, ねか., ゃけょぇ. 
『. 80 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, 6 しけす., ぉぇくは. 『. 150 す.さ.
•  44 おゃぇさすぇか, 3 しけす., ょけき し きぇく-
しぇさょ., ゃけょけっき. 『. 380 す.さ.
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 6 しけす., 2-ねすぇあ. 
ょけき, 36 き2, ねか-ゃけ. 『. 380 す.さ.
• [っあっゃしおけえ すさぇおす, 17 おき, 4 しけす., 
2-ねすぇあ. ょけき, ょっさ., 6た6. 『. 550 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, ゃ し/す "[けょくうお", 7 しけす. 
いっき. 『. 350 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, 10 しけす., 2-ねす. ょけき, 
ぉぇくは. 『. 500 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, 4 しけす. 『. 130 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, 3 しけす. 『. 70 す.さ.
〉つぇしすおう 
• ゅ. ‶っさゃけせさぇかぬしお, こ. ╀うかうきぉぇえ, ゃっすた. 
ょけき, 17 しけす., ゅぇい. 『. 630 す.さ.
• さぇぉ. こ. ╁. ′っえゃうくしおうえ, 11 しけす. ゃ 
おけすすっょあくけき こけしっかおっ, くぇ ゅけさっ せ かっしぇ, 
けつっくぬ あうゃけこうしくけっ きっしすけ, ゃしっ おけききせ-
くうおぇちうう. 『. 450 す.さ. 〈けさゅ. ][¨』′¨.
• こけし. ╉かのつっゃしお, 16 しけす. 『. 850 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╄かけゃぇは, 18 しけす. 
ゃ しけぉしすゃっくくけしすう, ゃ たけさ. あうゃけこうしくけき 
きっしすっ. 『. 550 す.さ.
• こけし. ‶っさゃけきぇえしおうえ, せか. ]かっしぇさっえ, 6 
しけす. いっきかう, そせくょぇきっくす + ぉかけおう. 
『. 1430 す.さ.
╂ぇさぇあう
• ′╀‶, さ-く 7 ておけかに. 『. 120 す.さ.
• こ. ╉うさけゃしおうえ. 『. 80 す.さ. 〈けさゅ.
• ′╀‶, しきけすさけゃぇは, けゃけと. はきに, 6た8. 
『. 300 す.さ.

]′╇╋〉
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
]╃┿╋
• おけきくぇすせ ゃ 2-おけきく. おゃ., ¨ゃけとくけっ 
けすょ., 12. 〈っか. 8-909-70-32-322.
╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
╋╄′ぅぃ
• おけきくぇすせ ゃ ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅっ くぇ あうかぬっ 
ゃ ╀っさっいけゃしおけき. 〈っか. 8-912-20-87-034.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに 
• 2 おけきくぇすに ゃ 4-おけきく. おゃ., せか. 『うけか-
おけゃしおけゅけ, 12, 2/3, おうさこうつ, おけきくぇすに 
ういけかうさ., 21 き2, しけしす. たけさけてっっ, ゃけいきけ-
あっく けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. し ょけこかぇすけえ. 
『. 1150 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
• 2 おけきくぇすに ゃ 4-おけきく. おゃ., せか. 『う-
けかおけゃしおけゅけ, 12, 2/3, おうさこうつ, ぉぇかおけく, 
おけきくぇすに しきっあくにっ, 23 き2, しけしす. たけ-
さけてっっ, ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. 
おゃ., し ょけこかぇすけえ. 『. 1100 す.さ. 〈っか. 
8-902-26-02-271.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ]せさうおけゃぇ, 
47 (さ-く ぇ/ゃけおいぇかぇ), 5/5, おうさこうつ, 
きぇかけしっきっえおぇ, 23,5/16,7, し/せ さぇいょ. 『. 
1450 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 7, 3/5, おうさこうつ, 
30/17/6, しけしす. しさっょくっっ. 『. 1450 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-271.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 9, 4/5, おうさこ., 
44,4/29/6, しぇくせいっか さぇいょ., おけきく. ういけ-
かうさ., しけしす. たけさけてっっ. 『. 1900 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-271.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ′╀‶, せか. 〈けかぉせたうくぇ, 3, 4/4, 52,9 き2. 
『. 2000 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 
〈っか.  8-902-26-02-271.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 7, 8/9, 80 き2, さっきけくす. 『. 
3600 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271. 〈けさゅ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/4, 7/9, こぇくっかぬ, 
58,2/37,8/7, し/せ さぇいょ., おけきくぇすに 
ういけか., ぉぇかおけく. 『. 2250 す.さ. 〈っか. 
8-902-26-02-271.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 12, 2/3, おうさこうつ, 
ぉぇかおけく, 2 しきっあくにっ, 2 ういけか., し/せ しけゃき., 
67,6/44,9/6,4 き2, しけしす. たけさけてっっ. 
『. 2300 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
╃けきぇ
• 1/3 ょっさっゃはくくけゅけ ょけきぇ, せか. 
╉けききせくに, 25 き2, せつぇしすけお 4 しけすおう. 『. 
850 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
• 1/2 ょっさっゃはくくけゅけ あうかけゅけ ょけきぇ, 
′╀‶, せか. ]ぇょけゃぇは, 35 き2, 2 おけきくぇすに, 
ゅぇい, ゃけょぇ, せつ-お 3 しけすおう. 『. 1500 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-271.
• せか. ╊っくうくぇ, ょっさっゃ., 80 き2, ゅぇい, 
ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは, せつ-お 12 しけす. 
『. 4000 す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 
3-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• せか. ╂けさくはおけゃ, ょっさっゃ., 10 しけす., 45 
き2, 3 おけきく., ゅぇい, ゃけょぇ, しかうゃ, ぉぇくは. 
『. 2500 す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 
おゃぇさすうさせ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
╉けすすっょあう
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ]けゃっすしおぇは, 
ゃ おけすすっょあくけえ いぇしすさけえおっ, 160 き2, ゃしっ 
おけききせくうおぇちうう, つうしすけゃぇは けすょっかおぇ, 
せつぇしすけお 12 しけす., さはょけき さっつおぇ う かっし. 『. 
6500 す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ 
ゃ くけゃけしすさけえおっ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• せか. ╉けききせくぇさけゃ, 200 き2, おうさこ., 
ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは, ねか-ゃけ 
380, 6 おけきくぇす, しぇせくぇ, ゅぇさぇあ, 
かぇくょてぇそすくにえ ょういぇえく, せつ-お 6 しけす. 
『. 7500 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 2-ねすぇあくにえ, 170 
き2, ぉかぇゅけせしすさ., くけゃにえ, せつ. 6 しけす., 
ちっくすさ. おぇくぇかういぇちうは. 『. 4200 す.さ. 
〈けさゅ. [ぇししきけすさの ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ 
くぇ おゃぇさすうさせ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
〉つぇしすおう
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╆っきかはくうつ-
くぇは, いっき. せつ-お こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, 
10 しけす. 『. 1700 す.さ. 〈っか. 8-912-20-
87-034.

┿′ «╉╁┿[〈╇[┿. ╃¨╋. ¨《╇]»
′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 26,
2 ねすぇあ (ゃたけょ しけ ょゃけさぇ).

〈っか. 3-22-90,
8-912-246-92-50,

╊のょきうかぇ ┿ょぇきけゃくぇ,
8-912-268-71-85,
′うくぇ ╁ぇしうかぬっゃくぇ,
8-906-810-96-48,

′ぇすぇかぬは ┿かっおしぇくょさけゃくぇ
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠
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┿′ «╁╄[′╇╉»
╀にゃてうえ «[┿╁-╊〈╃»

′けゃけぉっさっいけゃしおうえ こけし., 
せか. 』ぇこぇっゃぇ, 41

〈っかっそけくに: 
8-908-90-31-708, 
8-902-26-24-785,

8-953-38-73-780, 3-13-22
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╉ぇかうくうくぇ, いっき. 
せつ-お こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, 12 しけす. 『. 
700 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• 44 おゃぇさすぇか, ゃ おけか. しぇょせ "╃ぇかぬくうえ 
╀っさっいうす", 12 しけす., ねか-ゃけ, ゃけょぇ. 
『. 500 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• 44 おゃぇさすぇか, ゃ おけか. しぇょせ "╃ぇかぬくうえ 
╀っさっいうす", 6 しけす., ねか-ゃけ, ゃけょぇ. 『. 250 
す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• お/し "ぃぉうかっえくにえ" こ. ╉っょさけゃおぇ, 6 
しけす., かっすく. ょけき, 3た6, ねか-ゃけ, ゃけょぇ, 
ぉぇくは. 『. 450 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-
271.
• お/し, こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 4 しけす., ょけき 80 
き2. 『. 1200 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╅うすくせたうくぇ, 20 
しけす. 『. 600 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.

2 せつぇしすおぇ 11 き2 う 6 き2, こけょ 
いぇしすさけえおせ, ′╀‶, せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ. 

『っくぇ ょけゅけゃけさくぇは.

‶[¨╃┿╋
╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈
• ょけき ょっさっゃはくくにえ, せか. ╇しぇおけゃぇ, ゅぇい, 
7 しけす. 『. 1600 す.さ.
• せつ-お, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 12 しけす. 『. 750 す.さ.
• こ. ╇いけこかうす, "〈せさゅっくっゃ こぇさお", 17 しけす., 
500 き ょけ けい. 【ぇさすぇて. 『. 4800 す.さ.

┿ゅっくすしすゃけ くっょゃうあうきけしすう 
«ÂÈÇÈÒ» 
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ,

せか. ╋ぇかにてっゃぇ, 31 ょ, けそ. 411. 
]けゅかぇしけゃぇくうっ 

こっさっこかぇくうさけゃおう.

〈っか. 8-904-54-90-113
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

╇‶ 【〉〈¨╁ ぃ.╊.
〈っか. 219-56-27,
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 4
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

‶[¨╃┿╋
′っあうかにっ こけきっとっくうは
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 4/1, 53 き2, おうさこうつ., 
くけゃにえ ょけき. 『. 25 す.さ./き2.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 4/1, 150,9 き2, 
おうさこうつ., くけゃにえ ょけき. 『. 70 す.さ./き2.

18 そっゃさぇかは
し 10-00 ょけ 17-00 つぇしけゃ
ゃ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお»
(′╀‶, ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 1╀)

さっ
おか

ぇき
ぇ

[┿]‶[¨╃┿╅┿
{ きけょっかぬくけえ けぉせゃう 2011
こけ ちっくっ 1000 させぉ.
{ せちっくっくくけえ けぉせゃう:
けしっくぬ – 200 させぉ.
いうきぇ – 350-500 させぉ.



]╃┿╋
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 8, 1/3, 
ぉっい きっぉっかう, くぇ ょかうす. しさけお. 『. 9 す.さ. + 
ゅぇい こけ おゃ.
• 2-おけきく. おゃ., せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 5, 
4/5, し きっぉ., ょかうす. しさけお. 『. 13 す.さ. + ねか. 
ねく., ゃけょぇ こけ しつっすつうおせ.
• 3-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/1, ぉっい 
きっぉっかう, くぇ ょかうす. しさけお, させししおけえ しっきぬっ. 
『. 13 す.さ. + おけき. せしかせゅう.
]′╇╋〉
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. う ょけき ゃ ゅ. ╀っ-
さっいけゃしおけき う こさうかっあぇとうた こけしっかおぇた.
╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ., しぇょ, ゅぇさぇあ ゃ 
ゅ. ╀っさっいけゃしおけき, ′╀‶ う こさうかっあぇとうた 
こけしっかおぇた. ][¨』′¨.
• 2-おけきく. おゃ., くぇ ′╀‶, "ぉさっあ.", ねす. 
2-4, おけきく. ういけかうさ., ぉぇかおけく. ][¨』′¨.
‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 4, 1/5, こぇく., S – 
31/17/6, し/せ しけゃきっと., しけしすけはくうっ たけ-
さけてっっ, おゃ. しゃっすかぇは, しぇくすった. くけゃぇは. 『. 
1450 す.さ.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, 3/5, こぇく., ゅぇ-
いけゃぇは おけかけくおぇ, S – 31/17,5/6, し/せ 
しけゃき., こけしかっ おけしきっすうつっしおけゅけ さっきけく-
すぇ, しぇくすった. くけゃぇは. 『. 1450 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╅けかけぉけゃぇ, 1, 1/3, 
おうさこ., しこっちこさけっおす, つうしすぇは けすょっかおぇ, 
S – 60/40/12, ねか. こかうすぇ, こ/かけょあ. いぇ-
しすっおか., しっえそ-ょゃ., おけきく. ういけかうさ., し/せ 
さぇいょっか., ゃ ょけきっ うきっっすしは しこせしお ょかは 
おけかはしけつくうおけゃ. 『. 2369 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 5, 5/5, S – 63/40/7 
うかう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. ゃ ねすけき 
さ-くっ + ょけこかぇすぇ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 4, 3/5, S – 63/40/6, し/せ 
しけゃき. ╉けきくぇすに: 2 – しきっあくにっ, 1 – ういけ-
かうさ., ぉぇかお. いぇしすっおかっく. 『. 2550 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, 7/9, S – 63/40/7, 
し/せ しけゃきっと., かけょあ. いぇしすっおか. 『. 2500 す.さ.
╃けきぇ
• ょっさっゃ., ょゃせたおゃぇさすうさくうお (つぇしすぬ あうかけゅけ 
ょけきぇ), こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ‶さうゃけおいぇかぬくぇは, 
あうかぇは こかけとぇょぬ 42 き2 (ょゃっ おけきくぇすに, 
おせたくは, こっつおぇ, しっくおう), せょけぉしすゃぇ くぇ せかう-
ちっ, ゅぇいぇ う ゃけょに ゃ ょけきっ くっす, いっきかは 6 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 650 す.さ. ╇かう こけきっくはの し ょけ-
こかぇすけえ くぇ 1-おけきく. おゃ. ゃ こ. ╉っょさけゃおぇ.
• ょっさっゃ., ぉっい こっつおう, S – 24 き2, ゃ たけさ. 
しけしす., 12 しけす. ゃ しけぉしすゃ. (いっきかう こけ-
しっかっくうえ), すっこか., ぉぇくは, ゃしっ こかけょけゃ. 
ょっさっゃぬは. 『. 650 す.さ.
• ょっさっゃ., せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 3 おけきく., 
ねか. けすけこかっくうっ, ゅぇい, 8 しけす. いっきかう. 『. 
2100 す.さ.
〉つぇしすおう
• こけし. ╉ぇかうくけゃおぇ, 4 しけすおう ゃ おけか. 
しぇょせ わ11, ょけき かっすくうえ 5た4 (2 おけき.), 
うい ぉさせしぇ, ゃっさぇくょぇ うい しすっおかぇ, おさにてぇ 
こっさっおさにすぇ こさけそくぇしすうかけき, しおゃぇあう-
くぇ, ねか. ねくっさゅうは, しぇさぇえ うい ょけしけお 2た3, 
2 すっこかうちに, っしすぬ こけょゃぇかぬくけっ こけきっ-
とっくうっ, ょけさけゅぇ ぇしそぇかぬす., ゃしっ くぇしぇあ-
ょっくうは うきっのすしは. 『. 750 す.さ.
• せつ.  いっきかう, こ. ╋けくっすくにえ, おけか. しぇょ わ 
17, 282 き2, くぇ せつ. っしすぬ かっすくうえ ょけきうお, 
おけかけょっち, しぇあっくちに, ょけさけゅぇ ぇしそぇかぬ-
すうさ.  『. 115 す.さ.
• 8 しけす. ゃ おけか. しぇょせ  "╃ぇつくうお" こけ [っ-
あっゃしお. すさ., けおけかけ こ. ╋けくっすくにえ, ねか/
ねく., ゃけょに くっす. 『. 100 す.さ.
╂ぇさぇあう
• 4た6 うい ╅╀╇, ′╀‶ (ゃ さ-くっ ぉぇししっえくぇ), 
ねか/ねく. っしすぬ. 『. 110 す.さ.

んぞ «ぢづだぱぎででごだぞんず-ゐñë、£Üçï¡óú»,  
Ü¿. でöëÜóöñ¿ñú, 4, Üâ. 310 (3 ~ö.), öñ¿. 5-50-50, 5-50-07.

ぞí çïñ ÖÜç▲ñ ¡çíëöóë▲ äëñÑÜï½ÜöëñÖí ëíïïëÜô¡í, óäÜöñ¡í, Üß½ñÖ Öí çöÜëóôÖÜñ ¢ó¿áñ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╀╂¨»
 せか. 【うかけゃしおぇは, 30, けそ. 106.

 〈っか. 8-904-17-67-229
8-950-19-17-759

╉〉‶╊ぃ 
• 1-, 2-おけきく. おゃ., ちっくすさ, ]けゃっすしおうえ 
きおさく. ][¨』′¨.
• しぇょ.
• いっき. せつぇしすけお こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, 
きけあくけ し ょけきけき.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• ょゃっ しきっあくにっ おけきくぇすに ゃ 3-おけきく. おゃ., 
せか. ]すさけうすっかっえ, 10, 31 き2, おうさこうつ, 
4/5. 『. 1500 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ゃくっ ゅけさけょぇ, けい. ]せくゅせかぬ, しっかけ [にぉ-
くうおけゃしおけっ, せか. ╃きうすさうっゃぇ, 7, 1/2, 
おうさこ., 30,5/18/6, ゃ 100 き けす けいっさぇ, 2 
しけす. いっきかう. 『. 800 す.さ. 
╃けきぇ 
• 〈┿〉′-》┿〉], せか. ]ゃけぉけょに, 120 き2, ゃけょぇ 
ゃ ょけきっ, ゅぇい さはょけき, 7 しけす. ′っょけさけゅけ.
• 1/2 ょけきぇ, ¨ゃけとくけっ けすょ., 40 き2, 2 
おけきく., おせたくは, ゃけょぇ, ゅぇい, さっきけくす, しすっ-
おかけこぇおっすに, ぉぇくは, せ-お 9 しけす.
• くぇ ぉっさっゅせ さっおう ‶にてきに, 48 き2, ぉさせし/こっ-
くけぉかけお し きぇくしぇさょけえ, くけゃぇは しぇせくぇ 30 き2, 
ゅぇさぇあ 60 き2 うい こっくけぉかけおぇ, せゅけかぬくけっ けすけ-
こかっくうっ (おけすっか), ゃけょぇ – しおゃぇあうくぇ, いぇゃっ-
ょっくぇ ゃ ょけき, せつぇしすけお 8,5 しけすおう, ゃ お/し わ36.
• せか. ╉. ╋ぇさおしぇ, 29 き2, 15,5 しけす. ゃ 
しけぉしすゃっく., ゅぇい, ゃけょぇ こけ せかうちっ, きけあくけ 
さぇいょっかうすぬ くぇ 2 せつ. 『. 2400 す.さ. 〈けさゅ.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, せつ. 10 しけす., 3 おけき-
くぇすに  + おせたくは, こけかくけしすぬの ぉかぇゅけせしすさけ-
っくくにえ, さっきけくす, こかぇしす. けおくぇ. 『. 3900 す.さ.
]ぇょに
• くっょぇかっおけ けす 44 おゃぇさすぇかぇ, "[はぉうくせて-
おぇ", ょけき 40 き2, ぉさっゃくけ, し きぇくしぇさょけえ, 
こっつ. けすけこかっくうっ, 4,7 しけす., ぉぇくは, ゃけょけ-
っき, せたけあっく. 『. 1500 す.さ.
• いぇ 【うかけゃおけえ, "′ぇたけょおぇ", 5 しけす., 
かっすく. ょけき, しおゃぇあうくぇ. 『.  400 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, 7,5 しけす., せつ-お せたけあっく, 
ょけき し きぇくしぇさょけえ, ぉさっゃくぇ, ぉぇくは, 
しおゃぇあうくぇ, ぉぇししっえく, ゅけすけゃ ょかは いうき-
くっゅけ こさけあうゃぇくうは. 『. 1700 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, お/し わ102, せつ-おう けす 6 
しけす., ぉっい こけしすさけっお, ゃ かっしせ. 
『. けす 120 す.さ. 
• "╃ぇつくうお", 8 しけすけお, せたけあっく, ょけき 16 き.
• こけ くぇこさぇゃかっくうの 〈ぁ『, 6 しけすけお, ぉっい 
こけしすさけっお, ゃけょぇ, ねかっおすさうつっしすゃけ.
• ゃ さ-くっ 〈ぁ『, お/し "╊せつ-3", 6 しけす., 
2-ねすぇあくにえ ょけき, 1 ねすぇあ おうさこうつ, こっつ-
くけっ けすけこかっくうっ, 4 すっこかうちに, おけかけょっち, 
ゃけょけこさけゃけょ ゃ すっこかうちぇた, ぉぇくは, ゅぇさぇあ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, くぇ ぉっさっゅせ さ. ‶にて-
きに, ょけき ぉさっゃっく. し きぇくしぇさょけえ, こっつく. 
けすけこか., 5 しけす., しおゃぇあうくぇ し こうす. ゃけょけえ, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ゃ 200 き けす しぇょぇ けいっさけ, こけょ-
たけょうす ょかは こさけあうゃぇくうは おさせゅかにえ ゅけょ.
〉つぇしすおう
• せか. ╉ぇさかぇ ╋ぇさおしぇ, 15 しけす., くっょぇかっおけ 
けす きっつっすう. 『. 1700 す.さ.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 12 しけす., ゃっすた. ょけき, ゅぇい 
う ゃけょぇ こけ せかうちっ. 『. 1700 す.さ.
╂ぇさぇあう
• 6*5, «╉うさけゃしおうえ», ねか-ゃけ, けゃけと. はきぇ.
• 6*4, «╉うさけゃしおうえ».
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¨そけさきかっくうっ ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすぬ いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ. 
¨ぉきっく, こけおせこおぇ, こさけょぇあぇ くっ-
ょゃうあうきけしすう. ‶さうゃぇすういぇちうは, 
しけゅかぇしけゃぇくうっ こっさっこかぇくうさけ-
ゃけお, しけこさけゃけあょっくうっ しょっかけお, 
こさっょしすぇゃうすっかぬしすゃけ ゃ しせょっ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

╉╁┿[〈╇[′¨╄ ╀ぃ[¨
«〈┿〈をぅ′┿»

せか. 〈けかぉせたうくぇ, 13, 
けそうし 60.  〈っか. 3-12-92, 

8-912-23-20-018, 
8-908-91-45-036 ╊のぉにっ ゃうょに しすさけうすっかぬくにた 

さぇぉけす, こさけっおすうさけゃぇくうっ, 
そせくおちうう いぇおぇいつうおぇ, ょういぇえく 
うくすっさぬっさけゃ, しけゅかぇしけゃぇくうっ 

ょけおせきっくすぇちうう, ゃしっ けこっさぇちうう 
し くっょゃうあうきけしすぬの.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «′┿ 〈╄┿〈[┿╊を′¨╈»
 せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3.
 〈っか. 8-908-92-06-126, 

8-908-92-12-664

╉〉‶╊ぃ
• 1-おけきく. おゃ.
• いっきっかぬくにっ せつぇしすおう うかう ょけきぇ.
‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 1/5, 35,7/21,4/6 (こっ-
さっこかぇくうさけゃぇくけ ゃ 2-おけきく. おゃ.). 『. 1520 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, 7/9, 63,3/40/8,5. 
『. 2450 す.さ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 26, 2/5, 58,4/42/6. 
╇かう きっくはの くぇ 1-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.
• せか. ]すさけうすっかっえ, 9, 2/5, 48,4/34,5.
‶さけょぇき うかう けぉきっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ. 
し ょけこかぇすけえ.
• せか. ╉けしにた, 8, 60,5 き2, おせたくは – 15 き2 
(ぉにゃてぇは 4-おけきく. おゃ. し こっさっこかぇくう-
さけゃおけえ). ╇かう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 
+ ょけこかぇすぇ.
• せか. ]すさけうすっかっえ, 10, 2/5. ╇かう けぉ-
きっく くぇ 2-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.
╃けきぇ/おけすすっょあう
• こ. ╊けしうくにえ, せか. ‶せておうくぇ, 32 き2, 
ねか-ゃけ, こっつく. けすけこか., 13 しけす. いっきかう ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 700 す.さ.
• ょけき, こ. 【うかけゃおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, 
ょっさっゃ., 36 き2, ゃけょぇ, ねかっおすさ., いっきかは – 
16 しけす. 『. 2000 す.さ.
• ょけき, こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, おぇきっくくにえ, 
74 き2, ぉかぇゅけせしすさけっく., ぉぇくは, ゅぇさぇあ, 6 
しけすけお いっきかう, ゃしっ ゃ たけさけてっき しけしすけは-
くうう. 『. 4500 す.さ.
• 1/2 ょけきぇ, こ. ]すぇくけゃぇは, せか. 1 ╋ぇは, 
こっつくけっ けすけこか., いっきかは 11 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 1270 す.さ.
〉つぇしすおう
• こ. ]すぇくけゃぇは, せか. ╉っょさけゃぇは, こけょ 
しすさけうすっかぬしすゃけ, 14 しけす., っしすぬ ぉぇくは.
╂ぇさぇあう
• こ. ╉うさけゃしおうえ, ゃにしけおうっ ゃけさけすぇ. 『. 
220 す.さ.
• こっさっせかけお ╉うさけゃしおうえ. 『. 120 す.さ.

おけか-ゃけ 

おけきくぇす
ぇょさっし

ねすぇあ/

ねすぇあっえ

こかけとぇょぬ けぉと/

あうか/おせた

ぉぇかおけく/

かけょあうは

ちっくぇ 

す.さ.
こさうきっつぇくうっ

‶[¨╃┿╅┿
1/1 せか. ╇しぇおけゃぇ, 7 1/9 51/17,1/18 かけょあうは 2050 っゃさけさっきけくす
1/1 せか. ]すさけうすっかっえ, 4┿ 3/9 33/21/8,2 かけょあうは 1720 くけゃぇは, し けすょっかおけえ
2/2 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12 1/5 51/31/8 ぉぇかおけく 2400 うょっぇかぬくけ こけょ けそうし
3/3 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1 9/9 64/40,6/8 かけょあうは 2400 たけさけてうえ さっきけくす
3/3 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 18 5/6 68,4/45,7/11,5 かけょあうは 4380 くけゃぇは, けすか. けすょっかおぇ

2/1
こ. ╉けしせかうくけ, 

せか. 〉さぇかぬしおぇは, 41
3/5 43,8/30/6 ぉぇかおけく 1700 たけさけてうえ さっきけくす

しぇょ
こ. 【うかけゃおぇ, お/し  

わ27
4 しけすおう 560

かっすくうえ ょけきうお 

22 き2, ねか-ゃけ, 

かっすくうえ ゃけょけこさけゃけょ

╁ 』ったうう う ╀けかゅぇさうう – あうかぇは う おけききっさつっしおぇは くっょゃうあうきけしすぬ

╉せこかの 1-, 2-, 3-おけきく. おゃぇさすうさに
]くうきせ 1-, 2-, 3-おけきく. おゃぇさすうさに

]ょぇき 1- う 2-おけきく. おゃ., こ. ]けゃっすしおうえ, ょかは しっきっえくけえ こぇさに

╇こけすっおぇ, こさうゃぇすういぇちうは 
おゃぇさすうさ う いっきっかぬくにた 

せつぇしすおけゃ.
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8-904-38-38-387
8-950-54-04-651

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

àäðåñ
ýòàæ/ 

ýòàæåé

ïëîùàäü 

îáù/

æèë/êóõ

áàëêîí/ 

ëîäæèÿ
öåíà ïðèìå÷àíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2 Êîìíàòû â 3-õ êîìí.êâàðòèðå

Îâîùí. îòäåëåíèå, 12 2/3 19 íåò 1 030 000 ð.
êèðïè÷, èçîëèð., ñ/ó 

ðàçä, ãàç.
8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. 1-êîìí. êâàðòèðû

ïîñ. ÁÇÑÊ, 11 1/1 15/8,8/6 íåò 700 000 ð.

îòä. âõîä, çåìëÿ ïîä 

îãîðîä, ãàç, âîäà, 

òóàëåò íà óëèöå

8-950-550-59-78

Àê. Êîðîëåâà, 12 1/5 35/20/7 íåò 1 500 000 ð.
ñ/ó ñîâì., äîê. 

ãîòîâû.
8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ, 8 1/9 36/14/8 ëîäæèÿ 1 263 625 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 8,9/9 37/16/8 ëîäæèÿ 1 318 575 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2-êîìí. êâàðòèðû

Ñïîðòèâíàÿ, 8 4/9 62/30/12 ëîäæèÿ 2 180 273 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 1/9 64/30/12 ëîäæèÿ 2 155 148 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 2/9 60/32/10 ëîäæèÿ 2 054 145 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 4,7/9 65/30/12 ëîäæèÿ 2 180 273 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 6,8,9/9 61/31/10 ëîäæèÿ 2 130 525 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 8/9 64/31/12 ëîäæèÿ 2 234 208 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 7/9 61/30/10 ëîäæèÿ 2 079 605 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 5/9 61/30/10 ëîäæèÿ 2 069 220 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 22 8/9 65/35/8 ëîäæèÿ 2 347 000 ð. äîì íîâûé 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 3-êîìí. êâàðòèðû

Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 7À 5/6 58/36/9 ëîäæèÿ 2 450 000 ð. õîðîøèé ðåìîíò 8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ, 20 1/5 78/48/11 2 ëîäæèè 2 814 000 ð. 4 êâ. 2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 22 5/5 79/48/11 ëîäæèÿ 2 923 000 ð. 1 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 9/9
îáùàÿ 

73,15
ëîäæèÿ 2 531 353 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 22 6/9 105/61/12 2 ëîäæèè 3 667 000 ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 4-êîìí. êâàðòèðû

Ñïîðòèâíàÿ, 20 1/5 110/67/12 2 ëîäæèè 3 749 000 ð. 4 êâ. 2010 ãîäà 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. Äîìà, êîòòåäæè

àäðåñ ýòàæåé
ïëîùàäü, 

ì2

ïëîùàäü 

çåìëè, 

ñîò

öåíà ïðèìå÷àíèå
òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

ïîñ. Ìîíåòíûé, 

óë. Ãîðíÿêîâ
2 400 16 5 450 000 ð.

êîðîáêà 30%, îáëèö.æåëòûé 

êèðïè÷, áàíÿ, ãàðàæ, ãàç, 

ñêâàæèíà, ýëåêòð.

8-950-550-59-78

Äîì, Çàâîäñêàÿ 1 75 6 4 500 000 ð.

äîì êèðïè÷íûé, 2 ãàðàæà, ãàç 

+ âîäà + öåíòð.êàíàëèçàöèÿ, 

íà ó÷àñòêå òåïëèöû, áàíÿ

8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. Çåìåëüíûå, ñàäîâûå ó÷àñòêè

Êîëëåêòèâíûé ñàä  

«Ìåäèê»
  4 370 000 ð.

ëåòíèé äîì ïîä êðûøåé-

íåäîñòðîé, ëåòíèé 

âîäîïðîâîä, ýëåêòðè÷åñòâî

8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü

àäðåñ ýòàæ ïëîùàäü, ì2 öåíà, ðóá îïèñàíèå
òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

Ñïîðòèâíàÿ, 8 1 ýòàæ 64 2 200 000 ð.
â íåæèëîé ôîíä íå 

ïåðåâåäåíî
8-922-29-84-636

Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 4 öîêîëü 54 1 070 000 ð. ïîä ñêëàä, ìàñòåðñêóþ 8-922-29-84-636

Ñïîðòèâíàÿ, 20 1 ýòàæ 110 3 658 000ð.
â íåæèëîé ôîíä íå 

ïåðåâåäåíî
8-922-29-84-636

けす 6500 させぉ.
ÐåBåòêè,  çàáîðû,  âîðîòà,  

ëåñòíè@û,  êîçûðCêè
8-912-04-56-404
8-904-38-95-420
8-952-72-83-868
8-912-04-58-928

[╄╉╊┿╋┿

ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ┿おぇょっきうつっしおぇは, 24

すっか. 8-912-63-25-825

[╄╉╊┿╋┿

ÎÎÎ "ÁÐÎÇÝÊÑ" 
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

{ そぇしけゃとうちぇ ょけぉぇゃけお (あっくとうくぇ, させししおぇは, 25-45 かっす, けぉ-
さぇいけゃぇくうっ くっ くうあっ しさっょくっ-しこっちうぇかぬくけゅけ, ぉっい ゃ/こ)
{ ねかっおすさけきけくすっさ (きせあつうくぇ, 25-45 かっす, けこにす さぇぉけすに けす 1 
ゅけょぇ, ぉっい ゃ/こ)
{ しせてうかぬとうお いぇこけかくうすっかっえ (きせあつうくぇ, 25-40 かっす, けぉさぇ-
いけゃぇくうっ くっ くうあっ しさっょくっ-しこっちうぇかぬくけゅけ, ぉっい ゃ/こ)

4-000-4 [╄╉╊┿╋┿
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹23 îò 08.02.2011

Î ââåäåíèè îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé (êàðàíòèíà) ïî ãðèïïó è îñòðûì ðåñïèðàòîðíûì âèðóñíûì èíôåêöèÿì 

â Áåðåçîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå â ýïèäåìè÷åñêèé ñåçîí 2010/2011 ãîäà

         Ñ  01.02.2011 ïî 07.02.2011 ñðåäè íàñåëåíèÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà çàðåãèñòðèðîâàíî 830 ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèé îñòðûìè ðåñïè-

ðàòîðíûìè âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè, ïîêàçàòåëü çàáîëåâàåìîñòè ñîñòàâèë 1239,3 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ. Äàííûé óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè â 4,2 ðàçà 

ïðåâûøàåò ñðåäíåìíîãîëåòíèé óðîâåíü è â 2,6 ðàçà ïðåâûøàåò óðîâåíü àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà 2010 ãîäà. 

Ýïèäåìè÷åñêîå ðàñïðîñòðàíåíèå çàáîëåâàåìîñòè îñòðûìè ðåñïèðàòîðíûìè âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè çàðåãèñòðèðîâàíî âî âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóï-

ïàõ, íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî - 33,7% îò âñåõ çàáîëåâøèõ -  ïðèõîäèòñÿ íà âîçðàñòíóþ ãðóïïó 0-6 ëåò, ãäå ýïèäåìè÷åñêèé ïîðîã çàáîëåâàåìîñòè ïðå-

âûøåí â 1,6 ðàçà, è íà âîçðàñòíóþ ãðóïïó  7-14 ëåò (29,2%), ãäå ýïèäåìè÷åñêèé ïîðîã çàáîëåâàåìîñòè ïðåâûøåí â 4,2 ðàçà.

Ñ öåëüþ îãðàíè÷åíèÿ ýïèäåìè÷åñêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ çàáîëåâàåìîñòè îñòðûìè ðåñïèðàòîðíûìè âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè, â òîì ÷èñëå ãðèïïîì, 

ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 31, ï.8 ÷.1 ñò.51 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.03.99 ¹52-ÔÇ «Î ñàíèòàðíî – ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ», ñàíè-

òàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè ïðàâèëàìè  ÑÏ 3.1.2.1319-03 «Ïðîôèëàêòèêà ãðèïïà», ï.2 ñò.5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 17.07.98 ¹157-ÔÇ «Îá èììóíî-

ïðîôèëàêòèêå èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé», íà îñíîâàíèè Ïðåäëîæåíèé â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î ââåäåíèè îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

(êàðàíòèíà) íà òåððèòîðèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 08.02.2011 ¹01-05-17-09/331 è.î. ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ïî ã. 

Áåðåçîâñêîìó Ïàðøàêîâîé À.È.:

1. Ââåñòè íà òåððèòîðèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ (êàðàíòèí) ïî ãðèïïó è îñòðûì ðåñïèðàòîðíûì âèðóñíûì 

èíôåêöèÿì ñ 09.02.2011 ïî 13.02.2011. Ïåðèîä îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé (êàðàíòèí) ìîæåò áûòü ïðîäëåí ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïðåäëîæåíèþ 

Áåðåçîâñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà 

ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

2. Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Áðàò÷èêîâó À.Â.:

2.1. Ïðèîñòàíîâèòü íà óêàçàííûé ñðîê ó÷åáíûé ïðîöåññ â 1-4 êëàññàõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;  â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-

äåíèÿõ – ïî ïîêàçàíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2.3. ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 31.01.2011 ¹32 «Î ïðîâåäåíèè 

äîïîëíèòåëüíûõ  ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÎÐÂÈ è  ãðèïïà â Áåðåçîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå â 

ýïèäåìè÷åñêèé ñåçîí 2010/2011 ãîäà».

2.2. Ïðèîñòàíîâèòü ïðîâåäåíèå âñåõ âèäîâ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé.

3. Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû è ñïîðòà Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Òèìèíîé È.Â. ïðèîñòàíîâèòü íà óêàçàííûé ñðîê ó÷åáíûé ïðîöåññ äëÿ 

äåòåé 7- 12 ëåò â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé.

4. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì àïòå÷íûõ îðãàíèçàöèé îðãàíèçîâàòü øèðîêîå èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î íàëè÷èè èìåþùèõñÿ ïðåïàðàòîâ 

(ëåêàðñòâ) è ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû îò ãðèïïà è ÎÐÂÈ.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå «Áåðåçîâñêèé ðàáî÷èé».

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Øå-

ëóõèíó Î.Â.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà È.Â. Êàðïîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹58 îò 09.02.2011       

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðèÿì ïîñåëêîâ 

Êëþ÷åâñê, Ëîñèíûé, Ñàðàïóëêà, Ñòàíîâàÿ, Ñòàðîïûøìèíñê

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà äîêóìåíòàìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è îïðåäåëåíèÿ íàçíà÷åíèÿ òåððèòîðèé èñ-

õîäÿ èç ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è èíûõ ôàêòîðîâ, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, ðàçâèòèÿ èíæåíåðíîé, 

òðàíñïîðòíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð, îáåñïå÷åíèÿ ó÷åòà èíòåðåñîâ ãðàæäàí è èõ îáúåäèíåíèé, íà îñíîâàíèè ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû 

«Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ è äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè. Ñîçäàíèå è 

âåäåíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè» íà 2011-2013 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè  

Áåðåçîâñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 26.11.2010 ¹509, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 8, 9, 18, 23, 27 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Ðàçðàáîòàòü â 2011 ãîäó ïðîåêò ãåíåðàëüíîãî ïëàíà Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðèÿì ïîñåëêîâ Êëþ÷åâñê, 

Ëîñèíûé, Ñàðàïóëêà, Ñòàíîâàÿ, Ñòàðîïûøìèíñê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Êîìèòåòó ïî àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Êîðÿêîâà Ë.Ê.):

2.1. Ïîäãîòîâèòü çàäàíèÿ íà ïðîåêòèðîâàíèå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðèÿì ïîñåëêîâ 

Êëþ÷åâñê, Ëîñèíûé, Ñàðàïóëêà, Ñòàíîâàÿ, Ñòàðîïûøìèíñê.

2.2. Îáåñïå÷èòü ñáîð èñõîäíûõ äàííûõ äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ.

2.3. Îáåñïå÷èòü ïðîöåäóðó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3. Îòäåëó  ìóíèöèïàëüíîãî  çàêàçà àäìèíèñòðàöèè  Áåðåçîâñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà  (Ìóñèíà Ó.Â.) ïîäãîòîâèòü êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ íà 

ðàçðàáîòêó ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðèÿì ïîñåëêîâ Êëþ÷åâñê, Ëîñèíûé, Ñàðàïóëêà, 

Ñòàíîâàÿ, Ñòàðîïûøìèíñê.

4. Ôèíàíñîâî – ýêîíîìè÷åñêîìó  óïðàâëåíèþ  àäìèíèñòðàöèè  Áåðåçîâñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà (Àáàêóìîâà Ç.È.) ïðîôèíàíñèðîâàòü ðàçðàáîò-

êó ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðèÿì ïîñåëêîâ Êëþ÷åâñê, Ëîñèíûé, Ñàðàïóëêà, Ñòàíîâàÿ, 

Ñòàðîïûøìèíñê â ñîîòâåòñòâèè ñî ñìåòíûìè íàçíà÷åíèÿìè íà 2011 ãîä.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Áåðåçîâñêèé ðàáî÷èé».

6. Êîíòðîëü çà  èñïîëíåíèåì äàííîãî  ïîñòàíîâëåíèÿ  âîçëîæèòü  íà  ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ  ãëàâû  àäìèíèñòðàöèè  Áåðåçîâñêîãî  ãîðîäñêîãî 

îêðóãà  Êàðïîâà È.Â.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà È.Â. Êàðïîâ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹56 îò 09.02.2011

Îá îáðàçîâàíèè êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ â Áåðåçîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå

Íà îñíîâàíèè ñò. 17, 17.1, 17.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2005 ¹94-ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå 

óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä», â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 4 ñò. 68 Óñòàâà Áåðåçîâñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì êîíòðîëü â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ  â Áåðåçîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ 

Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Îáðàçîâàòü êîìèññèþ äëÿ èñïîëíåíèÿ ôóíêöèé ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ â Áåðåçîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå (äàëåå – 

êîìèññèÿ ïî êîíòðîëþ) â ñîñòàâå:

Íàáèóëèíà Ñ.À. – âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ äîõîäîâ ôèíàíñîâî – ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ   àäìèíèñòðàöèè  Áåðåçîâñêîãî  

ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè  

Ãðàäîáîåâà Í.À. – ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè þðèäè÷åñêîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè  Áåðåçîâñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà  

Þñóïîâà Ë.Í. – äåëîïðîèçâîäèòåëü îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà àäìèíèñòðàöèè  Áåðåçîâñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà  

3. Êîìèññèè ïî êîíòðîëþ (Íàáèóëèíà Ñ.À.) â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ  âûøåóêàçàííûì  Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì,  ïðàâîâûìè àêòàìè ôåäå-

ðàëüíîãî  îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé  âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì íîðìàòèâíîå ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå  â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Áåðåçîâñêèé ðàáî÷èé».

5. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì  ñèëó ïîñòàíîâëåíèå  ãëàâû  Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 17.06.2007 ¹247 «Î âîçëîæåíèè  ôóíêöèé ïî îñóùåñòâëåíèþ 

êîíòðîëÿ â  ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ è ñîçäàíèè êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ â Áåðåçîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå».

6. Êîíòðîëü çà  èñïîëíåíèåì äàííîãî  ïîñòàíîâëåíèÿ  âîçëîæèòü  íà  ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ  ãëàâû  àäìèíèñòðàöèè  Áåðåçîâñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Êàðïîâà È.Â.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà È.Â. Êàðïîâ

ÃËÀÂÀ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹2 îò 08.02.2011      

Î âûäåëåíèè ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 7 ñò. 69 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 29.04.2003 ¹10-ÎÇ 

«Èçáèðàòåëüíûé êîäåêñ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè» â ðåäàêöèè îò 26.06.2010 

¹41-ÎÇ, ó÷èòûâàÿ ïðåäëîæåíèÿ Áåðåçîâñêîé ãîðîäñêîé òåððèòîðèàëüíîé 

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (ðåøåíèå  êîìèññèè îò 02.02.2011 ¹7-19):        

1. Îïðåäåëèòü ñëåäóþùèå ñïåöèàëüíûå ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïå÷àò-

íûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1136 – èíôîðìàöèîííàÿ äîñêà ïî óë. 

Ñòðîèòåëåé, 1

èçáèðàòåëüíûå  ó÷àñòêè   ¹1137, ¹1138  –  òóìáà  ó  ìàãàçèíà 

«Çâåçäíûé»

èçáèðàòåëüíûé  ó÷àñòîê   ¹1139  –  òóìáà  ó  ìàãàçèíà  ïî óë.Øèëîâñêîé,5

èçáèðàòåëüíûé  ó÷àñòîê  ¹1140 –  èíôîðìàöèîííûå äîñêè ó ìàãàçèíà ¹5

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1142  –  èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ó êàôå 

«Îòäûõ»

èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ¹1143, ¹1144 – èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ó 

ìàãàçèíà «777»

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1145 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè íà çäàíèè ïî-

÷òû â ï. Øèëîâêå

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1146 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè íà îñòàíîâî÷-

íîì êîìïëåêñå «Õðàì»

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1147 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè ó ìàãàçèíà ¹31

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1148 – òóìáà íà ïëîùàäè Îêòÿáðüñêîé ðåâî-

ëþöèè

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1149 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè íà Îâîùíîì 

îòäåëåíèè

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1150 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè ïî óë. Ëåíèíà, 

43 (ó çäàíèÿ áûâøåãî ìàãàçèíà)

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1151 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè ó ìàãàçèíà íà 

ï. Ïåðâîìàéñêîì 

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1152 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè íà îñòàíîâêå 

â ï. Ëåíèíñêîì

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1153 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè íà çäàíèè 

ñòîëîâîé ¹ 2 (ï. ÁÇÑÊ)

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1154 – èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ó ìàãàçèíà 

«Ïÿòåðî÷êà» (Íîâîáåðåçîâñêèé ìèêðîðàéîí)

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1155- èíôîðìàöèîííûå äîñêè íà çäàíèè Äîìà 

áûòà (óë. Àê. Êîðîëåâà)

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1156 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè íà äîìå ïî 

óë. Ì. Ãîðüêîãî, 8

èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ¹1157, ¹1158, ¹1171 – òóìáà ó ÄÊ 

«Ñîâðåìåííèê» 

èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ¹1159, ¹1160 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè ó 

ìàãàçèíà «Þáèëåéíûé» 

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1161 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè ó ìàãàçèíà ï. 

Îñòðîâíîãî 

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1162 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè  ó ìàãàçèíà ïî 

óë. Ëåðìîíòîâà (ï. Ìîíåòíûé)

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1163 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè ó ìàãàçèíà ï. 

Ëóáÿíîãî

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1164 –  èíôîðìàöèîííûå äîñêè ó ìàãàçèíà 

ï .Ñîëíå÷íîãî

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1165 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè ó ìàãàçèíà ï. 

Áåçðå÷íîãî

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1166 – èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ïî óë 

.Îêòÿáðüñêîé, 15 (ï. Ëîñèíûé)

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1167- èíôîðìàöèîííûå äîñêè ó ìàãàçèíà è 

çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ï. Êëþ÷åâñêà

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1168 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè ó çäàíèÿ àä-

ìèíèñòðàöèè ï. Êåäðîâêè 

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1169 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè ó ìàãàçèíà 

«Âîåíòîðã» (ï. Êåäðîâêà)

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1170 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè íà óë. Åëîâîé,  

ó çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ï. Ñòàðîïûøìèíñêà, ó ìåáåëüíîé ôàáðèêè «Ëîãîñ+» 

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê  ¹1172 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè íà çäàíèè 

ïî÷òû â ï. Ñàðàïóëêå

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1173 – èíôîðìàöèîííûå äîñêè ó ÔÀÏà (ï. 

Ñòàíîâàÿ) 

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1174 – òóìáà ó ìàãàçèíà «Ôëàãìàíú» ïî óë. 

Ãàãàðèíà, 16à.

2. Çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû íà äîñðî÷íûõ âûáîðàõ ãëàâû 

Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðàçìåùàþùèå àãèòàöèîííûé ìàòåðèàë ñ 

íàðóøåíèåì âûáîðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íåñóò àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåò-

ñòâåííîñòü.

3. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå «Áåðåçîâñêèé ðàáî÷èé».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà óïðàâëÿ-

þùóþ äåëàìè àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  Î÷êàíîâó Ñ.Â.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà È.Â. Êàðïîâ

╁¨╊╄╈╀¨╊

┱┤┼ ┮┷┥┲┮ – ┦ ┩┮┤┶┩┴┬┱┥┷┴┧┩
╇ゃぇく ╋┿╊┿》╄╄╁, そけすけ ぇゃすけさぇ

╉せぉけお ゅかぇゃに くぇてっゅけ けおさせゅぇ こけ ゃけかっえぉけかせ しさっょう あっくしおうた おけきぇくょ 
ぉにか さぇいにゅさぇく ゃ きうくせゃてせの しせぉぉけすせ ゃ ]¨╉ «╊うょっさ». ]こけくしけさけき しけ-
さっゃくけゃぇくうえ ゃにしすせこうかけ ╀っさひいけゃしおけっ しすさけうすっかぬくけっ せこさぇゃかっくうっ ゃけ 
ゅかぇゃっ し ╋. ╁ぇしぬおけゃにき. ′ぇょけ けすきっすうすぬ, つすけ ╋うたぇうか ‶ぇゃかけゃうつ  しけょっえ-
しすゃせっす さぇいゃうすうの ゃけかっえぉけかぇ  ゃ ゅけさけょっ う ゃ ょぇくくけき しかせつぇっ こさうくうきぇか 
せつぇしすうっ ゃ けさゅぇくういぇちうう う  こさけゃっょっくうう うゅさ.

╆ぇ けぉかぇょぇくうっ おせぉおけき ぉけさけかうしぬ つっすにさっ おけきぇくょに. ╄しかう せつっしすぬ, つすけ 
ょゃっ うい くうた こさっょしすぇゃかはかう けぉかぇしすくけえ ちっくすさ, すけ きけあくけ しょっかぇすぬ ゃに-
ゃけょ け すけき, つすけ あっくしおうえ ゃけかっえぉけか  ゃ ╀っさひいけゃしおけき さぇいゃうす しかぇぉけ. ╁ 
ゃけしおさっしくけき «╊うょっさっ» ゃにしすせこぇかう おけきぇくょぇ しぉけさくけえ くぇてっゅけ けおさせゅぇ 
う おけきぇくょぇ ゃっすっさぇくけゃ ゃけかっえぉけかぇ. ′っ しきけゅ いぇはゃうすぬしは くぇ さけいにゅさにて 
おせぉおぇ くう けょうく すさせょけゃけえ うかう せつっぉくにえ おけかかっおすうゃ. ┿ ゃっょぬ ぉにかけ ゃさっ-
きは, おけゅょぇ  こけつすう ゃしっ しさっょくうっ ておけかに, こさけそすったせつうかうとぇ う おさせこくにっ 
こさっょこさうはすうは うきっかう ゃけかっえぉけかぬくにっ おけきぇくょに – きせあしおうっ う あっくしおうっ. 

¨ぉ ねすけき は くぇこけきくうか ゃ おさぇすおけえ ぉっしっょっ ╋. ╁ぇしぬおけゃせ. ╇ けく しけゅかぇ-
しうかしは し すっき, つすけ ぉっい さぇいゃうすうは ゃけかっえぉけかぇ ゃ けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
ておけかぇた けぉ せしこったぇた ゃいさけしかにた おけきぇくょ ょせきぇすぬ くっ こさうたけょうすしは. ‶けねすけ-
きせ, こけょつっさおくせか しけぉっしっょくうお,  ぉせょっき  こけょぉうさぇすぬ きけかけょにた しこけしけぉくにた 
すさっくっさけゃ う こけょくうきぇすぬ こけょさけしすおけゃにえ ゃけかっえぉけか.

┿おすせぇかぬくけしすぬ こさけぉかっきに  こけょすゃっさょうかう う うすけゅう さけいにゅさにてぇ おせぉ-
おぇ ゅかぇゃに くぇてっゅけ けおさせゅぇ. 》けすは くぇてう あっくとうくに う こけおぇいぇかう ゃ ちっ-
かけき けぉくぇょひあうゃぇのとせの うゅさせ う きけきっくすぇきう けおぇいにゃぇかう しっさぬひいくけっ 
しけこさけすうゃかっくうっ おけきぇくょっ ╄おぇすっさうくぉせさゅしおけえ しこっちうぇかういうさけゃぇく-
くけえ ╃ぃ]【 けかうきこうえしおけゅけ さっいっさゃぇ «〉さぇかけつおぇ-95» う しすせょっくすおぇき 
〉さぇかぬしおけえ ねおけくけきうつっしおけえ ぇおぇょっきうう (]╇′》), ゃしひ あっ おせぉけお こさう-
てかけしぬ けすょぇすぬ ゅけしすはき. ¨ぉかぇょぇすっかっき っゅけ しすぇかぇ おけきぇくょぇ «〉さぇかけつ-
おぇ-95», けょっさあぇゃてぇは こけぉっょに くぇょ ゃしっきう しけこっさくうちぇきう し けょうくぇおけ-
ゃにき しつひすけき: 2:0. ╁すけさけっ きっしすけ すけあっ いぇくはかう  ゅけしすう – しすせょっくすおう 
ねおけくけきうつっしおけえ ぇおぇょっきうう.

╋╇′╇-《〉〈╀¨╊

′┿╃╄╅╃┿ ′┿ 〉]‶╄》 ╁ 《╇′┿╊╄
╁ ]¨╉ «╊うょっさ» 10-13 そっゃさぇかは しけしすけはかうしぬ うゅさに こけしかっょくっゅけ すせさぇ 

こっさゃっくしすゃぇ [けししうう こけ きうくう-そせすぉけかせ しさっょう のくけてっえ 1994-1995 ゅけょけゃ 
さけあょっくうは ゃ いけくっ 〉さぇかぇ う ╆ぇこぇょくけえ ]うぉうさう. ′ぇてぇ おけきぇくょぇ «┿さしっ-
くぇか» (すさっくっさ ┿かっおしぇくょさ 《ぇょっっゃ)  うい ゃけしぬきう  きぇすつっえ てっしすぬ いぇおけくつう-
かぇ こけぉっょけえ: しけ しつひすけき 11:3 さぇいゅさけきうかぇ おけきぇくょせ «╂ぇいけゃうお» うい ¨さっく-
ぉせさゅぇ, しけ しつひすけき 2:1 けょけかっかぇ しこけさすしきっくけゃ  ╋《╉ (ゅ. 〈のきっくぬ), ゃいはかぇ 
ゃっさた くぇょ しせさゅせすしおうき «′っそすはくうおけき» (8:2), くぇょ おけきぇくょけえ  «╃ねくぇし» ゅ. 
╉ぇきっくしおぇ-〉さぇかぬしおけゅけ (9:5), っおぇすっさうくぉせさゅしおうき «〉さぇかけき» (4:2), ぇ ゃ 
こけしかっょくっえ うゅさっ すせさぇ – くぇょ くけゃけしうぉうさしおうき «]うぉうさはおけき» (5:2). 

╉ぇいぇかけしぬ ぉに,  たけさけてうっ さっいせかぬすぇすに. ′け くぇてう そせすぉけかぬくにっ すさっくっさに 
くっ ょけゃけかぬくに. ╁ つぇしすくけしすう, ╁ぇしうかうえ ┿くぇすけかぬっゃうつ 《ぇょっっゃ けゅけさつひく 
すっき, つすけ こさけうゅさぇかう おけきぇくょっ «《っくうおし» うい ╀ぇておけさすけしすぇくぇ (3:5) う 
しょっかぇかう くうつぬの し きけしおけゃしおけえ «╃うくけえ» (1:1). ぁすけ かうてうかけ  «┿さしっくぇか» 
こさういけゃけゅけ きっしすぇ  ゃ いけくぇかぬくけき こっさゃっくしすゃっ. ¨ょくぇおけ っしすぬ  てぇくしに  こけ-
こぇしすぬ ゃ そうくぇかぬくせの つぇしすぬ さけいにゅさにてぇ こっさゃっくしすゃぇ [けししうう, おけすけさけっ  
こかぇくうさせっすしは くぇ  21-28 きぇさすぇ ゃ ‶っくいっ, う すぇき こけおぇいぇすぬ しゃけえ おかぇしし.

«┿さしっくぇか» ぇすぇおせっす ゃけさけすぇ 
«]うぉうさはおぇ»

╉[╇』┿〈 ╀¨╊╄╊を】╇╉╇, ]╁╇]〈¨╉ ╃┿┱〈 ]〉╃をぅ…
╇ゃぇく ╋┿╊┿》╄╄╁, そけすけ ぇゃすけさぇ
]すさけおう うい しすぇさけえ こっしくう け そせすぉけ-

かっ, ゃにくっしっくくにっ ゃ いぇゅけかけゃけお,  くっ-
さっょおけ  ゃしこかにゃぇのす ゃ こぇきはすう  こさう 
こけしっとっくうう  ]¨╉ «╊うょっさ». ‶けすけきせ 
つすけ けくう つぇしすけ しけけすゃっすしすゃせのす ぇす-
きけしそっさっ, ちぇさはとっえ  くぇ   すさうぉせくぇた う 
こかけとぇょおっ ょかは きうくう-そせすぉけかぇ. ╆ょっしぬ 
し せすさぇ ょけ こけいょくっゅけ ゃっつっさぇ こけつすう 
っあっょくっゃくけ うょせす すさっくうさけゃおう しこけさ-
すしきっくけゃ う おぇかっくょぇさくにっ うゅさに. ╇ くっ 
せょうゃうすっかぬくけ, ゃっょぬ ゃ こっさゃっくしすゃっ 
[けししうう  こけ きうくう-そせすぉけかせ  せつぇしすゃせ-
っす こはすぬ おけきぇくょ くぇてっゅけ ゅけさけょしおけゅけ 
けおさせゅぇ, こさっょしすぇゃかはのとうた  ]¨╉ «╊う-
ょっさ». 』すけ ねすけ いぇ おけきぇくょに, おぇおけゃけ 
うた すせさくうさくけっ こけかけあっくうっ? ′ぇ ねすう う 
ょさせゅうっ ゃけこさけしに きに こけこさけしうかう けす-
ゃっすうすぬ すさっくっさぇ ╁ぇしうかうは ┿くぇすけかぬっ-
ゃうつぇ 《ぇょっっゃぇ: けく ゃきっしすっ し しにくけき 
┿かっおしぇくょさけき けすゃっつぇのす いぇ こけょゅけ-
すけゃおせ う ゃにしすせこかっくうっ つっすにさひた くぇ-
てうた  おけきぇくょ.

– 《せすぉけか ょぇゃくけ こっさっしすぇか ぉにすぬ 
しこけさすけき しっいけくくにき. ╁けす う しっえつぇし くぇ 
ょゃけさっ そっゃさぇかぬしおぇは ゃぬのゅぇ, ぇ ゃ いぇ-
かぇた う くぇ けすおさにすにた こけかはた し うしおせし-
しすゃっくくにき こけおさにすうっき – ゃ さぇいゅぇさっ 
ゅけさはつうっ  そせすぉけかぬくにっ ぉぇすぇかうう.  ]ぇ-
きにっ きぇかっくぬおうっ くぇてう そせすぉけかうしすに 
2000-2001 ゅけょけゃ さけあょっくうは   こさけて-
かう こけかけゃうくせ しけさっゃくけゃぇすっかぬくけゅけ 
こせすう, しにゅさぇかう ょっしはすぬ きぇすつっえ ゃ ょゃせた 
すせさぇた うい つっすにさひた. ¨ょっさあぇかう こはすぬ 

こけぉっょ, すさう ゃしすさっつう こさけうゅさぇかう う ゃ 
ょゃせた しょっかぇかう くうつぬう. ]さっょう ょゃぇょ-
ちぇすう おけきぇくょ けくう いぇくうきぇのす しっょぬ-
きけっ-ゃけしぬきけっ きっしすけ. ╇ゅさけお おけきぇくょに  
╃っくうし 【うはくけゃ  こさういくぇく かせつてうき 
ゃさぇすぇさひき しにゅさぇくくにた すせさけゃ.

′ぇ すせさ ぉけかぬてっ しにゅさぇかう くぇてう  さっ-
ぉはすぇ 1998-1999 ゅけょけゃ さけあょっくうは: 
うい  つっすにさひた すせさけゃ けくう «けすさぇぉけすぇ-
かう» すさう, こさけゃっょは 15 きぇすつっえ. ╇い くうた 
ゃ てっしすう けょっさあぇかう こけぉっょせ, ゃ しっきう 
こさけうゅさぇかう う ゃ ょゃせた しょっかぇかう くうつぬう. 
╇い 22 おけきぇくょ-せつぇしすくうち くぇてぇ いぇくう-
きぇっす ょっしはすけっ きっしすけ. ′け こけすっくちうぇか 
せ おけきぇくょに っしすぬ, くっ いさは あっ っひ うゅさけ-
おう ╅っくは ¨しかはおけゃ, ]っさひあぇ 〉ょぇさちっゃ  
う ┿かっおしっえ ╋ぇきうく こさういくぇゃぇかうしぬ 
かせつてうきう ゃ しゃけうた ぇきこかせぇ こけ うすけゅぇき 
さぇいくにた すせさけゃ.

〈ぇおあっ すさう すせさぇ うい つっすにさひた しに-
ゅさぇかう ぉっさっいけゃつぇくっ 1994-1995 ゅけ-
ょけゃ さけあょっくうは. ╁ 24 ゃしすさっつぇた けくう  
けょっさあぇかう 18 こけぉっょ, ゃ こはすう せしすせこう-
かう しけこっさくうおぇき う ゃ けょくけえ こけょっかうかう 
けつおう. ╇ たけすは  くぇてぇ おけきぇくょぇ いぇくうきぇ-
っす こけおぇ つっすゃひさすけっ きっしすけ ゃ すぇぉかうちっ 
こっさゃっくしすゃぇ, すっき くっ きっくっっ いぇゃけっゃぇ-
かぇ こせすひゃおせ ゃ そうくぇか, おけすけさにえ こかぇ-
くうさせっすしは  くぇ 21-28 きぇさすぇ ゃ ゅけさけょっ 
‶っくいっ. ╁ こさっょにょせとうた すせさぇた しさっょう 
かせつてうた そせすぉけかうしすけゃ ぉにかう けすきっつっ-
くに くぇて  ゃさぇすぇさぬ ┿さすひき 【ぇてきせさうく 
う くぇこぇょぇのとうえ ┿かっおしっえ ぅくうく.

╋せあしおうっ ぉっさひいけゃしおうっ  おけきぇくょに 
せつぇしすゃせのす ゃ こっさゃっくしすゃっ [けししうう ゃ 
ょゃせた かうゅぇた. ╁け ゃすけさけえ かうゅっ うゅさぇっす 
おけきぇくょぇ «┿さしっくぇか». ぁすけ のくけてう 
1993-1994 ゅけょけゃ さけあょっくうは. ╁ かうゅっ 
15 おけきぇくょ. ]にゅさぇくけ すさう すせさぇ. ′ぇてう 
いぇくうきぇのす こけおぇ ゃけしぬきけっ きっしすけ. ′け 
╋ぇおしうき 〈にさうく う ┿かっおしぇくょさ 《ぇょっっゃ 
こさういくぇゃぇかうしぬ かせつてうきう こけ うすけゅぇき 
すせさぇ: こっさゃにえ – かせつてうき いぇとうすくう-
おけき, ゃすけさけえ – かせつてうき うゅさけおけき ゃ 
ちっかけき. ╆くぇつうす, きけゅせす せかせつてうすぬ 
しゃけひ すせさくうさくけっ こけかけあっくうっ.

╉けきぇくょせ, いぇはゃかっくくせの ょかは せつぇ-
しすうは ゃ こっさゃっくしすゃっ [けししうう こけ こっさ-
ゃけえ かうゅっ, すさっくうさせっす ┿かっおしぇくょさ 
』っさおぇしけゃ. ‶さけえょっく こっさゃにえ おさせゅ 
こっさゃっくしすゃぇ, ゃ おけすけさけき せつぇしすゃせっす 18 
おけきぇくょ. ╀っさっいけゃつぇくっ うょせす くぇ ゃけしぬ-
きけき きっしすっ, ぇ かうょっさ おけきぇくょに ┿かっお-
しっえ ╊せしくうおけゃ すさう すせさぇ こさういくぇゃぇかしは 
かせつてうき うゅさけおけき.

〉つぇしすゃせのす そせすぉけかうしすに くぇてっゅけ 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ, おけくっつくけ, う ゃ 
こっさゃっくしすゃっ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう. 
╇ すけあっ ゃ おけかうつっしすゃっ こはすう おけきぇくょ. 
‶さうつひき  ぉけかっっ せしこってくけ.  〈ぇお, おけ-
きぇくょに そせすぉけかうしすけゃ 2000-ゅけ, 1999-
ゅけ, 1995-1996 ゅけょけゃ さけあょっくうは ゃにて-
かう ゃ そうくぇかに こっさゃっくしすゃぇ,  おけすけさにっ 
こかぇくうさせっすしは こさけゃっしすう ゃ «╊うょっさっ», 
しけけすゃっすしすゃっくくけ, 21-23 そっゃさぇかは, 28 
そっゃさぇかは-2 きぇさすぇ う 21-23 きぇさすぇ.



╁ぇおぇくしうう
• ╀っしこかぇすくけ ゃにゃっいっき う ゃに-
くっしっき ゃぇて しすぇさにえ たけかけょうかぬくうお, 
しす. きぇてうくせ, こかうすに, ゃぇくくに, すさせぉに 
う す.ょ. 8 (343) 361-15-10.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈っこかにえ こけか こけょ かのぉけっ こけおさに-
すうっ, しぇくすった. さぇぉけすに. 8-908-90-68-758.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇくすったさぇぉけすに. 8-902-26-24-779.
[╄╉╊┿╋┿

• ╀せさっくうっ しおゃぇあうく. 8-908-90-24-652.
[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす おゃぇさすうさ, ょけきけゃ. 
ぁかっおすさうおぇ. 8-908-91-39-742, 
8-904-17-51-720.

[╄╉╊┿╋┿

′っょゃうあうきけしすぬ 〉しかせゅう

]すさけえきぇすっさうぇかに

╂させいけこっさっゃけいおう

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

╅うゃけすくにっ

]こっちすったくうおぇ

[ぇいくけっ

• ╁っすおかうくうおぇ «[ぇくぇさぇ» 
(╀╋╃╉). ╁しっ ゃうょに せしかせゅ. (343) 
290-92-54, 8-953-60-03-958.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
• ╉ゃぇさすうさに (しせすおう, つぇし). 8-909-
00-90-450.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けさゅ. こかけとぇょぬ, 12 き2, せか. 
┿くせつうくぇ, 5 (き-く こさけきすけゃぇさに). 
8-950-64-30-592.

[╄╉╊┿╋┿

• ′っあうか. う こさけういゃ. こけきっとっ-
くうは. 4-40-51.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• 2-おけきく. おゃ. (しっきぬは, 4 つっかけ-
ゃっおぇ). ]さけつくけ. 8-953-04-14-300, 
8-909-70-15-329.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 5, 5/5, 
さっきけくす, 28,7 き2. 8-919-38-13-700.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
21. 8-922-29-50-058.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ. 8-912-27-
52-338.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, せか. [っゃけかのちうけくくぇは, ゅぇい, 
ゃけょぇ, 11 しけす. いっきかう. 8-922-15-00-785.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けすすっょあ, せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 
おうさこうつ, 300 き2, ぉぇくは, ゅけしす. ょけき, せつ-お 
6 しけす. ゃ しけぉしす., ゃけいきけあっく けぉきっく, 
うこけすっおぇ. 8-912-69-52-442.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お, こ. ]すぇくけゃぇは. ′っょけさけゅけ. 
8-902-40-91-388.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お, 32 しけす. 8-904-98-96-043.
[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ! ╉うけしお, 2た3,5. 8-908-90-
31-708.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉つ-お ゃ お/し わ52, こ. 【うかけゃおぇ, 3,2 
しけす., ち. 270 す.さ. 8-909-01-14-663.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉さぇく-きぇくうこせかはすけさ, 6 き, 5 
す, けすしっゃ, とっぉっくぬ. ┿ゃすけねゃぇおせぇすけさ. 
8-922-20-38-896.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉さぇく-きぇくうこせかはすけさ, 6 き, 5 す, 
けすしっゃ, とっぉっくぬ, すけさそ. ┿ゃすけねゃぇおせぇ-
すけさ.  8-922-21-31-317. 

[╄╉╊┿╋┿

• ╉さぇく-きぇくうこせかはすけさ, 6 き, 5 す. 
8-950-64-42-925.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉しかせゅう ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[┿. 
8-922-12-94-898.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[, 6 き, 6 す. 
8-912-22-93-637.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇくうこせかはすけさ, 5 す, しすさっかぇ 3 す. 
8-904-38-14-144, 8-912-64-53-277.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇくうこせかはすけさ. 8-912-63-05-556.
[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ «╀っかぇさせしぬ».  
〉ぉけさおぇ しくっゅぇ. 8-908-90-05-916.

[╄╉╊┿╋┿

• «╉┿╋┿╆»-しぇきけしゃぇか, 10 す. 
8-922-11-87-787.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ, せぉけさおぇ しくっゅぇ. 
8-922-11-87-787.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお, 700 
させぉ./つ. 8-904-54-32-354.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ すぇおしう ゃけょうすっかう くぇ «╁┿╆». 
8-922-14-79-096.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ぉけさとうちぇ. 【ぇさすぇて. 341-59-93.
[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ すさっぉせっすしは さぇしおさけえ-
とうちぇ ゃ ちった こけ こけてうゃせ さのおいぇおけゃ, 
さぇくちっゃ, しせきけお. 4-85-97, 8-922-22-
85-477.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ! ╁けょうすっかう ゃにしけおけ-
ゅけ せさけゃくは, し か/ぇ ぉういくっし-おかぇししぇ. 
8-982-61-10-993.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかう おぇす. «╄». 8-963-05-
09-667.

[╄╉╊┿╋┿

• そ-か "╀っさっいけゃしおうえ ╂〉‶ ]¨ ╊》 
‶¨" こさうゅかぇてぇっす くぇ さぇぉけすせ ゃけょう-
すっかっえ くぇ かっしけゃけい, くぇ "〉┿╆". ̈ ぉ-
さぇとぇすぬしは: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ╉ゃぇさすぇか 
124, ょ. 4┿. 8-922-15-98-203.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁け ゃくけゃぬ けすおさにゃぇっきせの しすけかけゃせの 
すさっぉせのすしは: いぇゃっょせのとぇは こさけうい-
ゃけょしすゃけき, こけゃぇさぇ 4-5 さぇいさはょぇ, 
おけくょうすっさ, おせたけくくにっ さぇぉけすくう-
おう, きけえとうちに こけしせょに, せぉけさ-
とうちぇ. ╂さぇそうお さぇぉけすに しきっくくにえ. 
8-904-98-57-748 (し 10-00 ょけ 12-00).

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けきけとくうお しすけかはさぇ. 8-922-
15-12-760.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さっょこさうはすうの くぇ こけしすけはくくせの 
さぇぉけすせ すさっぉせのすしは ぇここぇさぇすつうおう, 
せこぇおけゃとうおう (きせあ., こさけういゃけょ-
しすゃけ かぇおけおさぇしけつくけえ こさけょせおちうう), 
きけあくけ ぉっい けこにすぇ さぇぉけすに. 4-61-71, 
いゃけくうすぬ ゃ さぇぉけつっっ ゃさっきは, し 9-00 
つ. ょけ 18-00 つ.

[╄╉╊┿╋┿

• ′はくは. 8-912-61-73-499.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-23-26-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂させいけこっさっゃけいおう けす 1 おゅ ょけ 3 す. 
8-922-21-31-317.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-908-90-05-916.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ-すっくす. 8-950-19-75-384.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-61-95-777.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╃[¨╁┿, ょってっゃけ, 800 させぉ. 8-902-
87-99-331.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, 700 させぉ. ‶うかけきぇすっさうぇか, 
いぇぉけさくにっ しすけかぉうおう. 8-904-98-37-546.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. ╁¨╆╇╋ 』╄]〈′〉ぃ 
╉〉╀┿〈〉[〉. 8-908-91-34-165.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 8-952-73-23-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿ おけかけすにっ, けす 900 させぉ., 
ょけしすぇゃおぇ. 8-963-85-16-343.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-912-62-11-559.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-922-212-82-56.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇかに, ょさけゃぇ, 
しさっいおぇ こうかっくぇは, しけさす 1. 8-953-
05-45-153.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ (ぉっさっいぇ おけかけすぇは), し ょけ-
しすぇゃおけえ. 8-912-62-11-559.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, しさせぉに. 8-922-10-75-
529.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ しせたうっ, おけかけすにっ. ╂けさ-
ぉにかぬ くぇこうかっくくにえ. 8-961-57-36-
475.

[╄╉╊┿╋┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす., [╄【╄〈╉╇, 
╁¨[¨〈┿, ‶╄[╇╊┿. 8-904-38-95-
420, 8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈╉╇, ╆┿╀¨[｠, 
]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇. 
8-912-69-99-918, 8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈-
╉╇, ]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇, 
╊╄]〈′╇『｠. 8-912-04-56-404, 
8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶かうすおぇ: すさけすせぇさ., そぇしぇょくぇは, 
ぉけさょのさ. 8-904-38-14-144.

[╄╉╊┿╋┿

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

• [っきけくす たけかけょうかぬくうおけゃ くぇ 
ょけきせ. ╀っい ゃにたけょくにた. ‶っくしうけくっさぇき 
しおうょおぇ 10%. 8-912-28-37-529.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく. 
8-922-22-40-206.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく. 
4-28-58, 8-904-54-07-708.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす たけかけょうかぬくうおけゃ. 
╂ぇさぇくすうは. 8-922-60-09-429.

[╄╉╊┿╋┿

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

• ┿おゃぇぇねさけぉうおぇ. 8-912-60-01-
909. ′ぇすぇかぬは.

[╄╉╊┿╋┿

4 15 ôåâðàëÿ
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÎÁÚßÂËÅÍÈß òåë. 4-90-35

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 65693. 〈うさぇあ 3045. ̈ ぉなっき 2 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

┿╃[╄] [╄╃┿╉『╇╇ ╇ ╇╆╃┿〈╄╊ぅ:
623700, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9,
www.bergrad.ru ╋くっくうは ぇゃすけさけゃ こせぉかうおぇちうえ きけゅせす くっ しけゃこぇょぇすぬ し こけいうちうっえ さっょぇおちうう. ‶うしぬきぇ つうすぇすっかっえ さっょぇおちうは 

うしこけかぬいせっす こけ しゃけっきせ せしきけすさっくうの. ╆ぇ しけょっさあぇくうっ さっおかぇきくにた けぉなはゃかっくうえ けすゃっすしすゃっくくけしすぬ くっしっす 
さっおかぇきけょぇすっかぬ. ‶さう こっさっこっつぇすおっ ししにかおぇ くぇ ╀[ けぉはいぇすっかぬくぇ.

╂かぇゃくにえ さっょぇおすけさ - ╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁ - 4-88-11. 
¨すゃっすしすゃっくくにえ しっおさっすぇさぬ - ′ぇすぇかぬは ╄╊を』╇】╄╁┿ - 4-90-34. 
[っそっさっくす - ╄かっくぇ ╀[｠╊╇′┿ - 4-88-11.
╂かぇゃくにえ ぉせたゅぇかすっさ - ╁ぇかっくすうくぇ ]¨╉¨╊¨╁┿ - 4-90-33.

╅〉[′┿╊╇]〈｠: 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿ - 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru; 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ - 4-88-14, alena_br@mail.ru; 
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿ - 4-88-13, tmerezhnikova@mail.ru 
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿ - 4-88-13, mar-babkina@yandex.ru

〉』[╄╃╇〈╄╊を ╂┿╆╄〈｠:
ぇょきうくうしすさぇちうは 
╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.
╇╆╃┿〈╄╊を: ╀っさっいけゃしおけっ ╋┿〉 
“[っょぇおちうは ゅぇいっすに “╀っさっいけゃしおうえ さぇぉけつうえ”.

¨すょっか さっおかぇきに - 4-90-35, 4-40-56.
╃ういぇえく う ゃっさしすおぇ - ╁うおすけさうは ╊╄¨′〈を╄╁┿.
《けすけおけささっしこけくょっくす - ┿くくぇ ╂┿╁[╇╊╄′╉¨.

‶さけしぬぉぇ くぇこさぇゃかはすぬ しけけぉとっくうは くぇ けょうく うい しかっょせのとうた ぇょさっしけゃ:
bgo@list.ru – ょかは けそうちうぇかぬくにた ょけおせきっくすけゃ ぇょきうくうしすさぇちうう う ╃せきに ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ,
brreklama@mail.ru– ょかは さっおかぇきに う ╁]╄》 ゃうょけゃ けぉなはゃかっくうえ,
bergrad@mail.ru – ょかは けぉさぇとっくうえ う いぇこさけしけゃ ゅさぇあょぇく.

‶けょぇすぬ けぉなはゃかっくうっ う こけょこうしぇすぬしは くぇ ゅぇいっすせ ゃに きけあっすっ おさせゅかけしせすけつくけ こけ ぉっしこかぇすくけきせ すっかっそけくせ: 8-800-3001-076.

ÎÊÍÀ
4490 – ぉっい きけくすぇあぇ
8490 – «こけょ おかのつ»

ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ
けす 3900 – ぉっい きけくすぇあぇ
けす 5900 – «こけょ おかのつ»

[ぇししさけつおぇ ぉっい %
┥′╋〈╉『-｠╉〈』》, 【[. ┵』》〉′』╉[╉¨, 4, 3 ゃ』.

www.gostspecstroy.ru   219-43-83, 8-904-16-15-763
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ぢëÜó£çÜÑïöçÜ ÖñïöíÖÑíëöÖÜÇÜ 
öñä¿Ü½ñêíÖóôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 どÄで ó んÄで 

öëñßÜ0öï　
ちあいそねけか 5-6 ちあくちみおそう:

◊ ôðåçåðîâùèê (îïûò îáÿçàòåëåí)
◊ òîêàðü (îïûò îáÿçàòåëåí)

£/ä ïçÜñçëñ½ñÖÖÜ, öñ¿. (343) 383-11-18, 383-44-89 
ëñ£0½ñ Üöäëíç¿　öá Öí äÜôöÜç▲ú 　àó¡: 

tepteh@nexcom.ru [╄
╉╊

┿╋
┿

"Русский хлеб"
требуются:

{ ┌┅┍┅┄┆┅┐ ┏┎ ┐─━┎┒┅ ┑ ┊┋┈┅┍┒─┌┈
{ ┐─━┎┒┍┈┊┈ │ ┊┎┍┄┈┒┅┐┑┊┈┉ ┖┅┕
{ ┓━┎┐┙┈┖┛

8 (34369) 3-09-75
8-902-87-72-328 さっ

おか
ぇき

ぇ

だだだ ゐñëñ£Üçï¡óú ëñ½ÜÖöÖÜ-½ñêíÖóôñï¡óú £íçÜÑ 

 《》′╇[╄ぁ╄╉』 〈╄ 》╄╅〉』【
ぷ¿óâÜçàó¡í (£/ä 25000 ëÜß.)
Ä¿ñ¡öëÜ½ÜÖöñëí äÜ ëñ½ÜÖöÜ ó Üßï¿Ü¢óçíÖó0 
~¿ñ¡öëÜÜßÜëÜÑÜçíÖó　
(4 ëí£ë　Ñí, ÑÜäÜï¡ ~¿ñ¡öëÜßñ£ÜäíïÖÜïöó Öñ Öó¢ñ 3 ÇëÜää▲, 
£/ä Üö 17000 ëÜß.)
ゐÜêÇí¿öñëí (Öí ÜôíïöÜ¡ ÜöÇëÜ£¡ó, £/ä Üö 15000 ëÜß.)
とÜÖöëÜ¿ñëí だどと
(ç/Ü öñêÖóôñï¡Üñ, çÜ£½Ü¢ÖÜ ßñ£ Üä▲öí ëíßÜö▲)

╂さぇそうお さぇぉけすに 7 30 – 16 10
‶さっょけしすぇゃかはっすしは おけきこっくしぇちうは いぇ こさけっいょ さぇぉけすくうおぇき, 

こさけあうゃぇのとうき ゃ こけしっかおぇた ╀╂¨.
〈っかっそけく けすょっかぇ おぇょさけゃ: 8 (34369) 4-59-87,  8-904-98-87-725

e-mail: ok_brmz@km.ru

[╄
╉╊

┿╋
┿

ゾゾゾ "バヱゲ"
┎┏┇┌┇┋〞┄┑ 

┑┒┐┎┈┒┅┋├┍┛┉ 
┌┓┑┎┐, ┃┐┓┍┒, 
┇┅┌┋┞, │┅┒┊┈ 

┄┅┐┅│├┅│

8-922-15-01-110

8-952-74-42-178
┏┄┅┇┋ ┏〞─┍┑┚ ┐ 8-00 ┃┍ 22-00

[╄
╉╊

┿╋
┿

Ìèëàÿ, ðîäíàÿ ìàìà! Âñå ñâîè ëó÷øèå ãîäû òû 
îòäàëà íàì, äàðèëà ñâîþ ëþáîâü è çàáîòó, 
îáåðåãàëà, ó÷èëà, âîñïèòûâàëà â íàñ ñàìûå 
ëó÷øèå êà÷åñòâà. È ñåãîäíÿ, â äåíü òâîåãî 
þáèëåÿ, ïðèìè, ïîæàëóéñòà, ñàìûå òåïëûå 

ïîçäðàâëåíèÿ îò 
òåõ, êòî ëþáèò 

òåáÿ è öåíèò. Áóäü 
âñåãäà òàêîé æå 
êðàñèâîé, êàê â 

ýòîò ïðàçäíè÷íûé 
äåíü, ðàäóéñÿ è äàðè 
ðàäîñòü, óëûáàéñÿ è 
äàðè óëûáêè,  áóäü 
ñ÷àñòëèâà è äàðè 

ñ÷àñòüå! 
Ñ þáèëååì, ìèëàÿ è 

ðîäíàÿ ìàìà!

ДHQ?JB

ДHJH=MX,  EX;BFMX F:FHQDM 
Íàñîíîâó 

Ãàëèíó ÂàñèëCåâíó 
K X;BE??F!


